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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 と更新を

重ね、平成 19 年 3 月には第 4 号機として、SX-8R/128M16 を導入しました。この間、広く所

内外の地球環境研究者の利用に供し、大気・海洋モデリング、気候予測、地球流体力学その

他数多くの分野で数々の研究成果を生み出してきました。 
 他方、この間にわが国のスーパーコンピュータをはじめとする計算機状況は大きく変化し、

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

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

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

のみならず、わが国のすぐれた環境研究課題にも利用支援すべく、課題公募・審査・評価体

制を整備しました。これにより 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

用支援を開始しました。 
今回の年報には平成 20年度の利用研究の成果として 15課題の研究年次報告を収めました。

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

ご理解いただくとともに、また、みなさまの忌憚のないご意見ご批判を賜ることにより、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 21 年 10 月 
独立行政法人国立環境研究所 

地球環境研究センター長 





 

 iii

 
目 次 

 
 

出版にあたって.......................................................................................................................................... ⅰ 
目次.............................................................................................................................................................. ⅲ 
 

1. 気候モデル中の物理化学諸過程の高度化及び過去-現在気候の再現実験を通したモデル

の検証.................................................................................................................................................... 1 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 永島達也 

2. 大気海洋結合モデルの物理過程改良および気候変化予測の手法開発 ...................................... 11 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫 

3. オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に関する研究 .................................................. 19 
課題代表者：気象研究所 環境・応用気象研究部 柴田清孝 

4. 全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化及びそれを用いた大気陸面相互作用の研究

.............................................................................................................................................................. 25 
課題代表者：国立環境研究所社会環境システム研究領域 花崎直太  

5. MIROC 中解像度版および氷床力学モデルと炭素循環モデルを用いた古気候数値実験と

温暖化予測.......................................................................................................................................... 33 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 阿部彩子 

6. NICAM による雲降水システムの研究............................................................................................ 39 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 佐藤正樹 

7. 雲解像モデルを用いた豪雨と暴風の数値シミュレーション ...................................................... 47 
課題代表者：名古屋大学地球水循環研究センター 坪木和久  

8. 流域環境管理に関する国際共同研究 .............................................................................................. 57 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 村上正吾 

9. 湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験 .............................................................. 67 
課題代表者：神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 

10. 地球流体中の秩序渦構造と 3 次元スカラー輸送現象 .................................................................. 77 
課題代表者：電気通信大学大学院電気通信学研究科 宮嵜 武 

11. 海水面および海中での物質の乱流拡散機構の解明と海水面を通しての物質の交換機構

に及ぼすうねりの効果 ...................................................................................................................... 83 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟  

12. 海洋中の熱塩循環の渦拡散係数の乱流シミュレーションによる予測とモデル化 .................. 89 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 花崎秀史 

13. CAI 衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築. ............................................. 95 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 中島映至 

 



 

 iv

 

14. GOSAT データ定常処理運用システム開発・運用 ...................................................................... 103 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 渡辺 宏 

15. Application of the Transport Model for Inverse Modeling of Greenhouse Gas Fluxes（大気輸送

モデルとインバースモデルによる温室効果ガス収支量の推定とその高精度化に関する

研究）................................................................................................................................................ 111 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター  Shamil MAKSYUTOV 

国立環境研究所 スーパーコンピュータシステム概要 .................................................................... 121 
国立環境研究所環境情報センター  
日本電気株式会社  

 







国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成20年度 
CGER-I090-2009, CGER/NIES 

 

- 1 - 

 

研究課題名： 
気候モデル中の物理化学�過程の高度化��過去-現在気候の再現実験を通したモデ

ルの検証 
 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 永島達也 
共同研究者：国立環境研究所大気圏環境研究領域 野沢 徹・秋吉英治・菅田誠治・中村 哲 

川瀬宏明 
国立環境研究所地球環境研究センター 塩竈秀夫 
九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 
名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・高瀬健太郎 
東京大学気候システム研究センター 高橋正明・山下陽介・笛田将矢 

 
要�： 
国立環境研究所/東京大学気候システム研究センター/地球環境フロンティア研究センターを中

心とした研究グループが共同で開発を行って来た数値気候モデルには、現在従来の物理気候的な

構成要素に加えて、対流圏化学・エアロゾル過程、陸域・海洋炭素循環過程などが組み込まれ、

地球システム統合モデルとしての開発が進められている。本課題ではこうした開発の一端を担う

目的の下、大気化学・エアロゾル過程を高度化し、過去・現在気候の再現実験を通した統合モデ

ルの調整と検証を行う。一方、同モデルの構成要素となる既存モデルによる気候研究も、本課題

の目的の一つと位置付けられている。 
今年度は地球システム統合モデルに、成層圏化学気候モデル（秋吉モデル）で採用されている

極域成層圏雲上での不均一反応を組み込み、南極オゾンホールの再現性の調整を行った。南極オ

ゾンの減少量がまだ少なく、来年度も若干の調整が必要ではあるものの、成層圏化学部分のコー

ドはほぼ完成したと言える。また、対流圏エアロゾルモデルの高度化に関しては、これまで簡略

化されていた部分を詳細なエアロゾルモデル仕様に順次切り替える作業が完了し、対流圏化学過

程との結合も完了した。一方、既存モデルによる気候研究もそれぞれ進展した。今年度は、１）

秋吉モデルを用いた成層圏オゾン層の過去再現実験・将来予測実験、２）大気海洋結合気候モデ

ル（MIROC）を用いた降水量変化率の排出シナリオ依存性評価、３）対流圏エアロゾル輸送モデ

ル（SPRINTARS）を用いた 21 世紀のエアロゾル分布・放射強制力将来予測実験、４）対流圏化

学輸送モデル（CHASER）を用いたタグ付きトレーサー輸送実験、などを行った。 
 

 
�ー�ード： 
地球システム統合モデル、大気化学、大気エアロゾル 
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研究課題名： 
気候モデル中の物理化学諸過程の高度化及び過去-現在気候の再現実験を通したモデ

ルの検証 
 
実施年度： 
平成 19 年度～21 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 永島達也 
共同研究者：国立環境研究所大気圏環境研究領域 野沢 徹・秋吉英治・菅田誠治・中村 哲 

川瀬宏明 
国立環境研究所地球環境研究センター 塩竈秀夫 
九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 
名古屋大学大学院環境学研究科 須藤健悟・高瀬健太郎 
東京大学気候システム研究センター 高橋正明・山下陽介・笛田将矢 

 
 
1. 研究目的 
主な研究の目的は以下に示す二つである。 
１）地球システム統合モデル開発 
次期の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）報告書や国際気象機関（WMO）オゾン科学ア

セスメント報告書への貢献を目標の一つとして、複雑な気候システムをモデル内部で整合的に表

現しうる“地球システムモデル”の開発が国立環境研究所、東京大学気候システム研究センター、

海洋開発機構地球フロンティア研究センターの共同研究として進められている。本課題では、こ

の地球システムモデルにおける大気化学・エアロゾル過程の高度化と、過去・現在の再現実験を

通したモデルの検証と調整を行う。 
２）既存モデルを用いた気候研究 
参加研究者各自がこれまでに開発してきた各種モデルを用いて、既存実験の対照実験やモデル

の高度な利用手法の開発など、現状で利用可能なモデルを用いて気候研究を進めるため大型計算

機を使用する。また、これらの研究で計算されたデータは１）において開発される地球システム

統合モデルを調整する際に参照データとして利用される予定である。 
 

�ー�ード： 
地球システム統合モデル、大気化学、大気エアロゾル 
 
2. スーパー�ン��ータ利用実� 
 
2.1  計算機利用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 343 hours, 1 ノード: 251,682 hours, 2 ノード: 124,320 hours,  
計: 376,346 hours 

 
2.2  利用概� 
今年度は地球システム統合モデル開発に伴うテスト計算等のために、20GB 程度のメモリを使用

する計算を複数行った。テスト計算のため、1 モデル年辺りの出力データは少ないが（<10GB）、

多ケースのテストを行ったため、データ出力の総計は 1.5TB 程度であった。 
一方、本課題では幾つかの異なる既存 3 次元モデルを用いた数値実験を行っている。以下に各

モデルの利用詳細をまとめた（数値はいずれも概算である）。なお、各モデルで行った計算の詳

細に関しては下記の研究成果を参照されたい。 
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表 1 本課題で行ったモデル計算の詳細。 
 

モデル名 MIROC 秋吉モデル SPRINTARS CHASER 

モデルの分類 大気海洋結合

気候モデル 
成層圏化学気候

モデル 
対流圏エアロゾ

ル輸送モデル 
対流圏化学輸送

モデル 

計算に要するメモリ量［GB］ 12 40 6～36 8.5～25 
出力データ/1モデル年［GB］ 1.5 30 0.5～100 15～75 
昨年度計算実績［モデル年］ 2000  450 1260 90 

 
3. 研究結果 
 
3.1 �要 

今年度は地球システム統合モデルに、成層圏化学気候モデル（秋吉モデル）で採用されている

極域成層圏雲上での不均一反応を組み込み、南極オゾンホールの再現性の調整を行った。南極オ

ゾンの減少量がまだ少なく、来年度も若干の調整が必要ではあるものの、成層圏化学部分のコー

ドはほぼ完成したと言える。また、対流圏エアロゾルモデルの高度化に関しては、これまで簡略

化されていた部分を詳細なエアロゾルモデル仕様に順次切り替える作業が完了し、対流圏化学過

程との結合も完了した。一方、既存モデルによる気候研究もそれぞれ進展した。今年度は、１）

秋吉モデルを用いた成層圏オゾン層の過去再現実験・将来予測実験、２）大気海洋結合気候モデ

ル（MIROC）を用いた降水量変化率の排出シナリオ依存性評価、３）対流圏エアロゾル輸送モデ

ル（SPRINTARS）を用いた 21 世紀のエアロゾル分布・放射強制力将来予測実験、４）対流圏化

学輸送モデル（CHASER）を用いたタグ付きトレーサー輸送実験、などを行った。 
 
3.2 ��と目的 
これまでに国立環境研究所のスパコンを用いて行われてきた数値モデル研究により、MIROC、

SPRINTARS、CHASER、秋吉モデル、などのモデル開発が大きく進展し、多くの論文発表や IPCC
レポート、WMO/UNEP オゾンアセスメント等への貢献に結びついてきた。さて、国内外の研究

動向やコミュニティーモデルとしての方向性を考えた場合、数値モデルの発展の次の段階として

各モデルの統合を進める事が必要と考えられており、国立環境研究所/東京大学気候システム研究

センター/地球環境フロンティア研究センターを中心とした研究グループでは、現在各モデルの統

合作業を鋭意進めているところである。この統合モデルでは、大気の放射伝達計算や鉛直座標系

が従来のモデルから変更され、物質輸送や気温バイアスに顕著な改善が見られるため、既存の各

モデル利用者にとっても、統合モデルに乗り換えるメリットは大きい。しかしながら、成層圏化

学過程や高度な対流圏化学・エアロゾル過程の統合モデルへの導入はまだ十分ではないため、本

課題ではそれぞれに最適な研究者の参加を得て、大気化学・エアロゾル過程を高度化し、過去・

現在気候の再現実験を通した統合モデルの調整と検証を行うことを目的とする。一方、上記の過

程で計算される過去・現在の気候再現計算の結果等を用いて行う気候変動・気候変化のメカニズ

ム研究も、本課題の目的の一つと位置付ける。 
 
3.3 地球システム統合モデルの開発 

昨年度までに、成層圏で重要となるハロゲン物質の気相化学反応導入が済んでおり、今年度は

それに加えて秋吉モデルで採用されている極域成層圏雲上での不均一反応過程の組み込みを行っ

た。この状態で図 1 に示すような南極オゾンホールの再現実験を行った。低緯度での低オゾンや

中緯度におけるオゾン極大値の南北非対称性の再現性は良く、他のモデルと比較しても遜色ない

レベルに到達している。ただし、北半球高緯度における過大評価傾向や南極オゾンホールの過小

評価傾向が見られており、今後の課題となっている。現状では 1 モデル年の実験に、2 ノードを

用いて実時間で 10～12 時間が必要である。 
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図 1  �度平均した�ゾン��の��変化：（左）人工衛星の 1990 年代平均観測値（右）地球システ

ム統合モデルによる計算値［DU］。 
 
 
対流圏エアロゾルモデルは、１）海塩粒子と土壌ダスト粒子の粒径区分けの詳細化、２）炭素

質エアロゾルの混合状態の過程として内部混合を採用、３）エアロゾル数密度から雲粒数密度を

求める際に上昇流速度等を用いた新しいパラメタリゼーションを採用、という 3 点に関して詳細

化・高度化が行われた。更に図 2 に示すような対流圏化学モデルとのコード上の結合も進み、次

期 IPCC 報告書に向けた対流圏の物質循環部分のコード整備は一応の完成を見るに至った。 
 

 
 

図 2  化学モデルとエアロゾルモデルを中�に示した、�発中の地球システム統合モデルの��図。 
 
 

3.4 ��モデルを用いた気候研究 
3.4.1 秋吉モデルを用いた成層圏�ゾン層の過去再現・将来予測実験 
 国際的な成層圏科学の研究プロジェクトである SPARC(成層圏過程とその気候影響研究）は、

成層圏化学気候モデルの現状に関する報告書の発行を 2010 年に予定しており、それに向けた 2 回

目のモデル間相互比較プロジェクト（CCMVal2; Erying et al., 2008）へ参加するために、秋吉モデ

ルを用いた成層圏化学場の過去再現実験及び将来予測実験を行った。1 回目の相互比較

（CCMVal1）にも秋吉モデルを用いて参加したが、今回は計算期間が長くなり、長期計算を駆動

する境界条件の設定にも変更が加えられている。必須とされているのは、2000 年条件のタイムス

ライス実験（REF0）、1960-2006 年の過去再現実験（REF1）、1960-2100 年の将来予測実験（REF2）
の 3 実験であり、今年度は REF0 と REF1 の計算は完了し、REF2 の計算は来年度に持ち越しとな
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った。図 3 に、REF2 で計算された両極域の高緯度におけるオゾン全量の変化を示す。前回

（CCMVal1）計算された結果とほぼ同様の経年変化を示しているが、南半球では系統的に前回よ

りオゾン全量値が大きめに計算されている。 
 
 

 
図 3  �半球（�）と南半球（�）の高緯度（60��90�）平均オゾン全量の 1978-1982 平均値に対す
る�差時系列�%�。赤線（CCMVal1-REF2）は前回計算、青線（CCMVal2-REF2）は今回の計算結果
であり、黒丸は人工衛星からの観測結果を示す。  
 
 
3.4.2 MIROC を用いた将来の降水量変化�に対する排出シナリオ��性�� 

IPCC の第 4 次報告書（IPCC, 2007）に向けて行った、異なる排出シナリオを用いた将来の気候

予測実験の気温と降水量の将来変化を解析すると、同じ全球平均気温の上昇量に対して、シナリ

オ毎に降水量の変化が著しく異なることがある。例えば、Special Report on Emissions Scenarios 
(SRES)の A2 シナリオ（2000-2100 年で約 4 度上昇）と B1 シナリオ（同 2 度上昇）では、気温上

昇量に 2 倍の開きがある一方で、同期間における降水量の変化（増加）に関してシナリオ間の違

いは小さい（図略）。つまり、同じだけの気温上昇に対して、B1 シナリオの方がより降水量の増

加が大きい。このような、排出シナリオ毎の降水量変化特性の原因を調べるため、MIROC モデル

（K-1 model developers, 2004）を用いて、A2 と B1 シナリオを構成する幾つかの気候強制を別々に

与えた将来予測実験を行い、それらの振る舞いの違いを解析した。図 4 はそうした実験で得られ

た全球平均気温と降水量の時系列である。これらから、気温の上昇を引き起こしている主因は

Green House Gas (GHG)の増加であり、GHG 増加のシナリオ間の違いによって気温上昇量にも大

きな違いが出ていることが分かる。一方、降水量は両シナリオとも、GHG の増加による降水の増

加と炭素性エアロゾルの増加に伴う降水の減少が顕著であり、両者の差が双方のシナリオでほぼ

同じような値を持っていることが分かる。更に地表面における熱収支解析から、炭素性エアロゾ

ルが降水量変化を引き起こすメカニズムの考察を進めた。 
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図 4  SRES-A2（左�）及び B1（右�）シナリオを用いて計算された全球平均気�（a, b）と降水量（c, 
d）の 20 世紀�後の 20 年平均に対する�����。各シナリオにおける個別の気候強制のみ与えた実

験結果（GHG のみ（赤）、硫酸エアロゾルのみ（橙）、炭素性エアロゾルのみ（緑）、オゾンのみ（水

色））とそれらの和（青）、及び全強制を一度に与えた場合（黒）の結果を示す。 
 
3.4.3 SPRINTARS を用いた 21 世紀のエアロゾル分布・放射強制力将来予測実験 

将来の気候予測においては、地球の平均的な気候変化に加えて、領域毎の気候変化予測に対す

る関心が今後高まっていくことが予想されているが、その際にはエアロゾルや短寿命な化学物質

分布など、特定の領域に大きく影響する気候変化要因の変化を詳しく解析することが重要である。

そうしたことから、今年度は SPRINTARS（Takemura et al., 2002）を用いて 21 世紀のエアロゾル

の分布と放射強制力の定量的な評価を行った。計算は SRES の A1、A2、B1 の 3 シナリオに関し

て行い、エアロゾルの直接効果と間接効果の双方を考慮した。図 5 に、A2 シナリオ実験で計算さ

れた 21 世紀中盤におけるエアロゾルの放射強制力分布を示す。A2 シナリオでは環境対策技術が

十分に導入されないため、硫酸塩・炭素性エアロゾルの双方が増加し、そのため特に増加が著し

く現れる東アジア、南アジア、アフリカ中南部、南米などでエアロゾルの直接効果による冷却が

大きくなっている。一方、同じ領域でも、雲粒径や降水効率への影響を通して作用するエアロゾ

ル間接効果の大きさは、その符号も含めて一般に複雑な分布を示していることが分かった。 
 

 
 
図 5  SRES-A2 シナリオを用いて評価した、���命��（1850 年）から 21 世紀中盤（2046-2050 年

平均）までのエアロゾルによる放射強制力の変化�W/m2］。（左）対流圏界面における直接効果、（中

央）地表における直接効果、（右）対流圏界面における間接効果。 
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3.4.4 CHASER を用いたタグ付きトレーサー輸送実験 
今年度は、東アジア域における地表オゾンに対して、世界中に分布するオゾン発生領域がそれ

ぞれどれくらいの寄与を持っているのか、CHASER を用いたタグ付きトレーサー輸送実験（Sudo 
and Akimoto, 2007）を行って、定量的な評価を試みた。タグ付きトレーサーとは、化学輸送モデ

ル内部で仮想的に考えられた物質であり、特定の領域でのみ放出や化学的生成が行われるように

設定されている（このことを、その領域で“タグ付け”されたと言う）。テスト計算を行って乾

性沈着過程などを調整した後に、2000 年代前半を対象として作成されたオゾン前駆気体に関する

最新のエミッションデータを与えてタグ付きトレーサー実験を行った。観測された地表オゾンの

再現性は良好であり（図 6）、この結果をもとに東アジア各地域に対する各オゾン発生領域の寄

与率を見積もった。各領域からの寄与の内訳は季節毎に大きく異なり、一般的な特徴として、暖

候期には東アジア自体で生成されたオゾンや近隣領域からの影響が大きく、一方、北大西洋、北

米、欧州、中央アジアといった遠隔領域からの寄与は、夏期に小さく寒候期に大きくなることが

分かった。 
 

 
 
図 6 （上）日本の地上オゾン観測地点（左から辺戸岬、隠岐、八方尾根、利尻島）における地表オゾ
ンの季節変化（黒丸と箱）と CHASER による計算結果（橙丸と縦棒）、及び計算結果に対する成層圏
（青）、境界層（黄緑）、自由対流圏（ピンク）からの寄与［ppbv］。（下）対流圏からの寄与を更
に領域毎に分けて表示：日本（紫）、中国（紺）、朝鮮半島（水色）、欧州（赤）、北米（緑）、中
央アジア（オレンジ）等。 
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4. まとめ 
今年度までの開発によって、対流圏の化学過程とエアロゾル過程が統合され、更に成層圏化学

の統合もコード上はほぼ完了した。南極オゾンホールの再現性にはまだ若干調整の余地が残るも

のの、他のモデルと比較して遜色ないレベルには到達している。一方、今年度も既存モデルを用

いた気候研究がそれぞれに進展し、秋吉モデルを用いた成層圏オゾン層の過去再現・将来予測実

験が行われ、MIROC を用いて将来排出シナリオの違いが降水量予測値に及ぼす影響の詳細が調べ

られた。SPRINTARS を用いて、21 世紀のエアロゾル分布将来予測とそれに伴う放射強制力変化

が計算され、その排出シナリオ依存性が定量的に評価された。また、CHASER を用いたタグ付き

トレーサー輸送実験により、東アジア域における地表オゾンのオゾン発生源別の寄与率が評価さ

れ、その季節による違いや地域性が明らかにされた。 
 

5. 今�の研究展� 
今年度までにほぼコードの開発は終了した。本課題の最終年度となる来年度は、南極オゾンホ

ールの再現性向上など地球システム統合モデルの調整を進め、各種モデルパラメータの適正値を

早期に決定したい。また、IPCC の次期報告書への貢献に向けた気候（及び化学・エアロゾル場）

再現実験、将来予測実験を行うための各種境界条件の整備を行い、調整の済んだ地球システム統

合モデルを用いて本番実験に着手する。 
一方、秋吉モデルを用いた成層圏オゾンの過去再現実験や将来予測実験を引き続き行い、可能

であれば地球システム統合モデルを用いた同実験の再実施を行う。 
 
6. 研究成�発表 
 
6.1 誌上発表（���） 
Akiyoshi H., Zhou L.B., Yamashita Y., Sakamoto K., Yoshiki M., Nagashima T., Takahashi M., Kurokawa J., 

Takigawa M., Imamura T. (2009) A CCM simulation of the breakup of the Antarctic polar vortex in the 
years 1980-2004 under the CCMVal scenarios. J. Geophys. Res., 114(3), D03103. 

Tourpali K., Bais A.F., Kazantzidis A., Zerefos C.S. Akiyoshi H., Austin J., Brühl C., Butchart N., Chipperfield 
M.P., Dameris M., Deushi M., Eyring V., Giorgetta M.A, Kinnison D.E., Mancini E., Marsh D.R., 
Nagashima T., Pitari G., Plummer, D.A., Rozanov E., Shibata K., Tian W. (2009) Clear sky UV simulations 
for the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate Models. Atmos. 
Chem. Phys., 9(4), 1165-1172. 

 
6.2 誌上発表（���） 
塩竈秀夫 (2008) 極端な気象現象は地球温暖化が原因なのか？ 土木学会誌, 93, 22-23. 
竹村俊彦, 鵜野伊津志 (2008) エアロゾルの広域動態と気候影響のモデリング. エアロゾルの気候と大

気環境への影響, 気象研究ノート, 218, 139-157. 
 
6.3 ��発表 
阿部学, 塩竈秀夫, Annan J.D., Hargreaves J.C., 野沢徹, 江守正多 (2008) パーフェクトモデルテストに

よる気候変化予測と現在気候再現性の関係の評価とその応用. 日本気象学会 2008 年度秋季大会, 
同講演予稿集. 53.  

秋吉英治, Zhou L.B., 山下陽介, 坂本圭, 吉識宗佳, 永島達也, 高橋正明, 黒川純一, 滝川雅之, 今村隆

史 (2008) 1980－2004 年の南極渦崩壊時期とオゾンホールとの関係. 日本気象学会 2008 年度秋季

大会, 同講演予稿集. 304. 
永島達也, 須藤健悟, 秋元肇 (2008) 東アジア地域の対流圏オゾンに関する発生源別寄与率評価. 第 14

回大気化学討論会平成 20 年度研究集会, 同講演要旨集. 37. 
永島達也, 須藤健悟, 秋元肇 (2008) タグ付きトレーサー法を用いた東アジアの地表オゾンに関する発

生源別寄与率評価. 奈良女子大学「オゾン特別セミナー」. 
永島達也, 須藤健悟, 秋元肇 (2009) 東アジアにおける地表オゾンの発生源別寄与率評価. エアロゾ

ル・大気化学モデル研究会.  



CGER-I090-2009, CGER/NIES 

- 9 - 

 

竹村俊彦, 江頭未央, 松澤佳奈子, 一條寛典, 大石龍太, 阿部彩子 (2008) 最終氷期極大期におけるエ

アロゾルの分布および気候影響に関するシミュレーション. 日本気象学会 2008 年度春季大会, 同
講演予稿集. 219. 

竹村俊彦 (2008) IPCC SRES に基づいた 21 世紀のエアロゾル分布および放射強制力の予測. 第 25 回エ

アロゾル科学・技術研究討論会.  
Takemura T. (2008) Evaluating climate effects and developing forecast system of atmospheric aerosols. 

Sino-Japan International Symposium on the East Asian Environmental Problems.  
Takemura T. (2008) Aerosol effects on climate system: past, present, and future. Conference on Air Pollution 

and Climate Change: Developing a Framework for Integrated Co-benefits Strategies. 
Takemura T. (2008) Distributions and radiative forcings of aerosols during the 21st century. 7th AeroCom 

Workshop.  
竹村俊彦, 野沢徹 (2008) 21世紀のエアロゾルの分布と放射強制力の予測. 日本気象学会2008年度秋季

大会, 同講演予稿集. 162. 
山下陽介, 秋吉英治, 高橋正明 (2008) 太陽活動, QBO の位相に関連した北極域の変動、鉛直構造. 日本

気象学会 2008 年度春季大会, 同講演予稿集. 75. 
山下陽介, 秋吉英治, 高橋正明 (2008) 太陽活動, QBO の位相に関連した北極域の偏差場の変動. 日本

地球惑星科学連合 2008 年大会.  
Yamashita Y., Akiyoshi H., Takahashi M. (2008) The stratospheric and tropospheric variability around the 

North Pole associated with the solar cycle. SPS 5th University Allied Workshop on Climate and 
Environmental Studies for Global Sustainability (UAW2008). 

山下陽介, 坂本圭, 秋吉英治, 高橋正明, 永島達也, Zhou L.B. (2008) 化学気候モデルを用いた赤道成層

圏太陽変動と火山変動の影響評価. 日本気象学会 2008 年度秋季大会, 同講演予稿集. 305. 
 
 
7. 連�� 
 
永島達也 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2  国立環境研究所  
Tel: 029-850-2898   Fax: 029-850-2580 
E-mail: nagsahima.tatsuya@nies.go.jp 



気候モデル中の物理化学諸過程の高度化及び過去-現在気候の再現実験を通したモデルの検証 

- 10 - 

 

Project name: 
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Abstract: 

An Earth system model (ESM) which includes atmospheric chemical and aerosol processes and 
oceanic and terrestrial carbon cycles has been developed by the National Institute for Environmental 
Studies (NIES) in collaboration with the Center for Climate System Research (CCSR), University of 
Tokyo; Frontier Research Center for Global Change (FRCGC); and other institutes. Our project was 
launched to cover the development of atmospheric chemistry and aerosol processes in the ESM. Our goal is 
to introduce the sophisticated treatment of both processes into the ESM and adjust the model through the 
simulation of climate and atmospheric environments in the recent past. Another purpose of our project is to 
conduct climate studies with the existing models that comprise the ESM. 

In this fiscal year, we added to the ESM a heterogeneous chemistry scheme above the polar 
stratospheric clouds (PSCs) which have been used in the stratospheric chemistry-climate model of 
CCSR/NIES (CCSR/NIES CCM). Although there are still some problems with the productivity of the 
Antarctic ozone-hole, the ESM shows good ability to represent the seasonal evolution of stratospheric 
ozone in low to mid-latitudes of both hemispheres. The tropospheric aerosol module of our ESM has been 
updated to have a more sophisticated treatment of aerosol-to-cloud conversion. This module was then 
combined with a tropospheric chemistry module to make a complete tropospheric 
chemistry-aerosol-climate system of the ESM. Several climate studies have been carried out using these 
existing models. These include 1) reproducing past and forecasting future stratospheric ozone with 
CCSR/NIES CCM, 2) estimating the emission-scenario dependency of precipitation change per 1K global 
warming with the atmosphere-ocean general circulation model, 3) projecting the future change in aerosol 
distribution and its radiative forcing with the tropospheric aerosol transport model, and 4) carrying out a 
source attribution study of surface ozone in East Asia using the tropospheric chemistry transport model.  
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Earth system model, Atmospheric chemistry, Atmospheric aerosols 
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研究課題�： 
大気海洋結合モデルの���程改良およ�気候変化予測の手法開発 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 木本昌秀・羽角博康・高薮 縁・近本喜光 

野中（荒井）美紀・今田（金丸）由紀子 
国立環境研究所地球環境研究センター 江守正多・長谷川聡・横畠徳太・阿部 学 
 

要�： 

地球温暖化が社会・経済に及ぼす影響を把握する上で、今後 30 年程度の近未来に注目した極端

現象の予測が重要性を増しており、IPCC 第 5 次報告を目指した温暖化予測実験においても主要な

柱の一つとされている。そこで本課題では、近未来の気候変化を 10 年規模変動の位相を含めて予

測するための手法を確立することを目標とする。より具体的には、大気海洋結合大循環モデルを

用いた実験的気候予測システムを構築する。このシステムは、海洋表層の水温、塩分の観測デー

タを利用してモデルの気候状態を現実に近づけ（データ同化）、その状態に摂動を加えることで

複数の初期値を作成し、得られた初期値からアンサンブル予測を行うというものである。昨年度

までの開発の成果を踏まえ、今年度は上記システムが研究ツールとして稼動を開始した。そして

2005 年から先の気候予測を試みたところ、初めの 10 年間の温暖化傾向が太平洋の 10 年規模変動

の影響を受けて抑制される結果が得られた。また、エルニーニョの予報実験を行うことで上記シ

ステムの性能を検証し、データ同化手法やアンサンブルメンバーの生成法、モデル本体の改良を

通じて予報精度の向上を図った。モデル本体の雲パラメタリゼーションでは、グリッド内部の水

蒸気の空間的分布が変化する効果を取り入れ、別途導入した雲氷予報スキームとの整合性を確保

したところ、モデルで計算した雲の分布が衛星観測データに近づく結果が得られた。本研究課題

で開発されたシステムは来年度の最終調整を経て、IPCC 第 5 次報告書のための気候予測実験で使

用される予定である。 

 

キー�ード： 

地球温暖化、大気海洋結合大循環モデル、データ同化、アンサンブル予報、1� 年規模変動、エルニー

ニョ、雲パラメタリゼーション 
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研究課題�： 
大気海洋結合モデルの物理過程改良および気候変化予測の手法開発 
 
実施年度： 
平成 19 年度～21 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 木本昌秀・羽角博康・高薮 縁・近本喜光 

野中（荒井）美紀・今田（金丸）由紀子 
国立環境研究所地球環境研究センター 江守正多・長谷川聡・横畠徳太・阿部 学 

 
 
1. 研究目的 
本課題の研究目的は、数値気候モデル MIROC（Model for Interdisciplinary Research on Climate）

を用いた近未来の気候変化予測の手法を開発すること、モデルによる気候の年々変動の再現性を

改善すること、そして気候感度推定の不確実性を低減することである。近未来気候予測について

はアンサンブル予報実験を通して予測可能性の評価と改善を図る。年々変動は特にエルニーニョ/
南方振動(El Niño Southern Oscillation: ENSO)と東アジアモンスーンに注目し、数年～数十年規模

の変動要因の特定と MIROC による変動振幅の過小評価の改善を図る。気候感度については

MIROC の雲・海氷・海洋過程の精緻化や数値実験を通して推定値の信頼性向上を目指す。 
 
�ーワード： 
地球温暖化、大気海洋結合大循環モデル、データ同化、アンサンブル予報、10 年規模変動、エルニー

ニョ、雲��メタリ�ーション 
 
2. スー�ー�ン��ータ�用実� 
 
2.1  計算��用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 262 hrs, 1 ノード: 47,433 hrs, 2 ノード: 4,034 hrs, 計: 51,729 hours 
 

2.2  �用�要 
本計算では大気海洋結合大循環モデル MIROC を用い、様々な設定で数値実験を行った。長期

積分を行う場合、大気と海洋にそれぞれ 1 ノードを割り当てて並列計算した。計算結果のプリ・

ポスト処理にはフロントエンドサーバおよび国立環境研究所、東京大学気候システム研究センタ

ーのワークステーションを使用した。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 �要 

今後 30 年程度の近未来の気候変化を予測するために、数値気候モデル MIROC を用いた実験的

気候予測システムを構築し、研究ツールとして稼動を開始した。本システムにより 2005 年から先

の気候予測を試みたところ、初めの 10 年間の温暖化傾向が太平洋の 10 年規模変動の影響を受け

て抑制される結果が得られた。また、本システムでエルニーニョの予報実験を行うことでその性

能を検証し、データ同化手法、アンサンブルメンバーの生成法、モデル本体の改良を通じて予測

精度の向上を図った。本研究課題で開発されたシステムは来年度の最終調整を経て、IPCC
（Intergovernmental Panel on Climate Change）第 5 次報告書のための気候予測実験で使用される予

定である。 
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3.2 背景と目的 
地球温暖化が社会・経済に及ぼす影響を把握する上で今後 30 年程度の近未来に注目した極端現

象の予測が重要性を増しており、IPCC 第 5 次報告を目指した温暖化予測でも柱の一つとして提案

されている(Meehl et al., 2006)。しかし、近未来予測を行うためには(1)気候モデルによる数年～

数十年スケール変動の再現性改善、(2)初期値アンサンブル予報の手法開発、(3)極端現象（特に

降水）の予測の信頼性向上、といった課題に取り組む必要がある。現状では気候モデルの多くが

数年～数十年スケール変動の再現性に問題を抱えており、国立環境研究所が開発・運用に参加し

ているモデル MIROC もその例外ではない。近未来予測の信頼性を高めるためには ENSO、東アジ

アモンスーン等の経年変動の制御要因特定とモデル物理過程の改善を通した変動の再現性向上が

必要となる。また、近未来の気候を 10 年規模変動の位相を含めて予測する試みはこれまでに例が

少ない。そのため、まず技術的基盤を確立するために、解像度の低い大気海洋結合大循環モデル

を題材にした初期値アンサンブル予測の手法開発と予測可能性の評価が不可欠である。 
一方、IPCC 第 5 次報告では 100 年スケールの将来気候予測も依然として重要な柱となる。この

時間スケールでは気候感度の不確実性低減が克服すべき課題であり、将来予測の信頼性向上のた

めには雲、海氷を始めとするモデル物理、力学過程の改善が求められる。また、観測事実に基づ

き気候感度推定に制約を加える努力も必要となる。 
以上のことを背景に、本研究課題では大気海洋結合大循環モデル“MIROC”の物理・力学過程

の改善と数値実験を通して、年々変動再現性の向上、近未来の気候変化予測の手法確立、降水予

測の信頼性向上、そして気候感度推定の不確実性低減に取り組む。 
 
3.3 数値シミュレーション 

MIROC を用いてモデルの境界条件、初期条件、物理過程を様々に変えた数値実験を行う。モデ

ルの解像度は大気で水平 T42（～2.8°）鉛直 20 層、海洋で水平 1.4°×（0.5－1.4°,緯度方向可

変）鉛直 44 層を選択する。使用したモデルバージョンは IPCC 第 4 次報告書に引用された「中解

像度版 MIROC」“MIROC-medres”、およびその後継版である“MIROC4”に相当する。なお、

データ同化を行う際の参照データとしては海面から 700 m 深までの歴史的な水温・塩分客観解析

データセット(Ishii et al., 2006)を用いる。 
 

3.4 結果 
今年度は MIROC を用いた実験的気候予測システム（System for Prediction and Assimilation by 

MIROC, SPAM）が研究ツールとして稼動を開始した。このシステムは、まず（1）現実に近い大

気と海洋の状態を MIROC で再現し、次に（2）将来の気候状態を数値シミュレーションによって

予測すると共に、予測の不確実性の大きさも定量的に評価する、というものである。具体的には、

（1）ではデータ同化の手法を用い、海洋表層の水温と塩分の観測データを参照してモデルの変数

を現実に近づける。次いで（2）の段階では、（1）で作成した「現実に近い大気・海洋の状態」

に摂動を加えて複数の初期値を作成し、それぞれの初期値から将来予測のシミュレーションを行

い、得られた結果のばらつきの幅を見積もる（アンサンブル予測）。この方法で予測する対象と

なるのは温暖化のトレンドに乗った 30 年先までの気候状態であり、特にその気候状態が 10 年規

模変動でどれだけ変わるかが焦点となる。これまでに行った将来予測では、2005 年から初めの 10
年間の温暖化傾向は太平洋の 10 年規模変動の影響を受けて抑制される、という結果を得た。 

一方、本システムの信頼性を担保するためには数年規模で変動する ENSO の予報成績を検証す

ることも重要である。過去 20 年間にわたる ENSO の事例について本システムで予報実験を行った

ところ、他機関の予報システムと比べて予報成績に改善の余地が認められた。そこで、国立環境

研究所のスーパーコンピュータ（SX-8R）で数値実験を繰り返すことにより本システムの予報精

度向上を図っている。改良された点はデータ同化手法、アンサンブル予測手法、モデル本体等、

多岐にわたるが、本報告ではその中から特にモデル本体の雲パラメタリゼーションの改良につい

て詳しく紹介したい。 
一般に、雲の水平方向の広がりは気候モデルのグリッド幅（100 km 程度）と比べてはるかに小

さい。気候モデルでグリッド平均の気温を適切に計算するにはこのような小さな雲が 放射に及ぼ
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す影響を見積もらねばならず、その見積もりには雲の「質量」や「鉛直方向に見た時に占める面

積」といった情報が必要となる。これらの情報を、気候モデルでは水蒸気量や気温などのグリッ

ド平均値から半経験的に推定しており、その推定方法を「雲のパラメタリゼーション」と呼んで

いる。 
雲のパラメタリゼーションで多く用いられている方法は、モデルのグリッド内部で水蒸気量

Qv[kg/kg]が多い箇所や少ない箇所が空間的にばらつきを持って分布していると考え、その空間的

ばらつきを確率密度関数 G(Qv)で表現する、というものである。G(Qv)とグリッド平均の飽和水蒸

気量 Qs が既知であれば、ある仮定のもとに、雲の質量（雲水量）とグリッド内に占める面積の割

合（雲量）を計算することができる。MIROC を含む多くの気候モデルでは G(Qv)の形状が時空間

的に変わらないと仮定し、その分布として一様分布や三角形分布等を採用してきた。しかし近年

の観測から、G(Qv)の形状は必ずしも一様分布で近似できるものではなく、時空間的にも大きく変

動することが明らかになってきた。こうした知見を踏まえ、G(Qv)の形状が可変である雲パラメタ

リゼーションが近年提案されている。例えば Watanabe et al. (2009, 以下 W09)では G(Qv)の関数

形として三角形分布を採用し、三角形の形状を規定する「分散」と「歪度」が移流、拡散、積雲

対流、雲微物理過程等の影響を受けて変化する。このため、MIROC で従来用いられてきた時空間

的に不変な一様分布と比べて、より現実的な G(Qv)の表現が可能である。また、三角形よりも複

雑な関数形を採用した他のパラメタリゼーションと比べて計算が簡便であることも特長である。 
観測された雲の分布を気候モデルでより忠実に再現することを目指し、W09 を MIROC に導入

した。その際、MIROC に別途導入した雲氷予報パラメタリゼーション（Wilson and Ballard 1999, 以
下 WB99）と W09 を共存させるために、WB99 で計算した雲氷量と W09 で求めた G(Qv)の両者が

整合するように雲量を計算する方法を考案した。W09 を導入した結果、積雲対流に伴う「かなと

こ雲」の生成で G(Qv)に正の歪度が生まれる様子や、雲微物理過程（主に雲氷の落下）で負の歪

度が生成される様子を表現できるようになった（図 1）。また改良後の MIROC では改良前と比べ

て中層雲の雲量が増加し、International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP)の衛星観測デー

タにモデルの出力が近づくという結果が得られた（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1  気候モデル MIROC4.1 で計算した水蒸気分布 G(Qv)の歪度の時間変化率（��の��）および

雲量（�の等値�）。(a)積雲対流による歪度変化率、(b)雲微物理過程による歪度変化率。 
 



CGER-I090-2009, CGER/NIES 
 

- 15 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 中層雲の年平�雲量。(a)ISCCP による衛星観測値、(b)MIROC（改良前）による計算結果、

(c)MIROC（改良後）による計算結果。 
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4. まとめ 
数値気候モデル MIROC を用いた実験的気候予測システムが研究ツールとして、国立環境研究

所のスーパーコンピュータ SX-8R 上での稼動を開始した。本システムを用いて温暖化予測実験を

行ったところ、2005 年から 10 年間の温暖化傾向は太平洋の 10 年規模変動の影響を受けて抑制さ

れるという結果が得られた。また、過去 20 年間にわたる ENSO の事例について予報実験を行うと

共に、その予報成績の向上を目指して本システムに改良を加えた。モデル本体の雲パラメタリゼ

ーションについては、グリッド内部の水蒸気量のばらつきを表現する確率密度関数の形状がより

現実的になるように改良すると共に、並行して導入された雲氷予報スキームとの整合性を確保し

た。これにより、MIROC の中層雲量の過少バイアスが緩和される結果を得た。 
 

5. �後の研究展� 
本研究課題で開発に参加した実験的気候予測システム（SPAM）は、IPCC 第 5 次報告のための

近未来予測実験で使用が予定されている。IPCC の近未来予測は温暖化実験に初めて観測データに

よる初期値化を持ち込む試みであり、世界的に注目を浴びつつある。世界でもいくつかの競合す

るグループが活発に研究を進展させているが、その中でも本グループのアプローチは本格的なも
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のであり、国際ワークショップ等でも一定の認知を得たと考えられる。次年度は IPCC への提出

データの作成が予定されているため、本番の将来予測シミュレーションに向けたシステムの最終

調整を行う。なお、本研究課題で物理過程を改良した MIROC を長期的気候変動の予測シミュレ

ーションで活用することにより、今後 100 年程度の地球温暖化についても、より信頼性の高い予

測情報が得られると期待される。 
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研究課題�： 
オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に�する研究 

 
課題代表者：気象研究所 環境・応用気象研究部  柴田清孝 

 
要�： 

オゾン層を破壊する塩素や臭素を含むフロンやハロン等の人工的なオゾン層破壊物質の濃度は、

モントリオールプロトコルやその修正等に基づく国際的な規制により、減少もしくは増加率が減

少している。しかし、現在のところほとんど毎年起きる南極のオゾンホール面積が減少している

ようには見えず、将来のオゾン層破壊物質の予測の評価やオゾン層の回復の道筋の評価もまだ不

確実なところが大きい。これらの予測や評価を行うため、オゾン層を扱う化学－気候モデルを長

期積分して、オゾン層の過去の長期変動要因の解析を行う。さらに、シナリオを使った将来予測

ランを行い、オゾン層がいつ頃回復し、温室効果気体増加による温暖化の影響がオゾン層にどの

ような影響を与えるかを調べる。 

 
�ー�ー�： 
化学-気候モデル、オゾン層破壊、温室効果気体、温暖化、オゾン層の将来予測 
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研究課題�： 

オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に関する研究 
 

実施年度： 

平成 20 年度～20 年度  
 

課題代表者：気象研究所 環境・応用気象研究部  柴田清孝  

 
 
1. 研究目的  
フロンガス等のオゾン層破壊物質の国際的な規制の結果として、種々の観測データの解析から

成層圏オゾン減少のトレンドがストップしていたり、南極のオゾンホールの面積が頭打ちになっ

ていたりしている。今後の関心は、成層圏オゾンがいつごろ増加に転じ、また、南極オゾンホー

ルがいつごろ消滅するかにある。しかし、個々の地域で成層圏オゾンがどのように推移するかは

温室効果気体増加による地球温暖化が少なからぬ影響を与える。その評価のため気候モデルの温

暖化実験で得られた海面水温の将来予測値や温室効果気体・オゾン層破壊物質の将来シナリオを

使って、化学－気候モデルのランの国際比較がなされているが、ほとんどが単一のランであり、

内部変動による不確実性の影響がなお大きく含まれている。本研究では、化学－気候モデルの複

数のラン（アンサンブルラン）を行い、オゾン層の過去再現実験や将来予測実験における不確実

性を減少させることを目的としている。 

 

�ー�ード： 
化学-気候モデル、オゾン層破壊、温室効果気体、温暖化、オゾン層の将来予測 

 

2. スーパーコンピュータ�用実�  

 
2.1 計算��用時間  

CPU 時間  1 ノード未満: 3 hours, 1 ノード: 54,306 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 54,309 hours 
 
2.2 �用�要  

 気象研究所（Meteorological Research Institute, MRI）の成層圏化学－気候モデル（Chemistry-Climate 
Model, CCM: MRI-CCM）の長期積分を行うものである。モデル計算の仕組みは、水平はスペクト

ル変換法、鉛直は差分法を用いた大気大循環モデルで計算された大気場(風、温度)を使って各種

の化学物質の化学反応や輸送を行う化学輸送モデルを駆動して、各種の化学物質（含オゾン等の

放射活性気体）の空間分布を計算するものである。次に、それらの放射活性気体を大気大循環モ

デルの放射過程に与え、放射加熱率を計算し、大気の熱力学の式に与え、運動方程式と併せて大

気大循環を計算し、大気場を更新する。このサイクルを繰り返して、大気場と化学場の相互作用

を含んだ系の長期積分を行う。  

 

3. 研究結果  

 
3.1 �要  

 国際的プロジェクトの「成層圏過程とその気候への影響(Stratospheric Processes and their Role on 
Climate, SPARC)」サブプロジェクト「化学－気候モデル検証活動(CCM Validation)」（Eyring et al., 
2005）に参加し、スーパーコンピュータを使って気象研究所化学－気候モデルに観測による強制

力、もしくはシナリオや大気海洋結合モデルの海面水温将来予測値を与えて長期積分を行い、オ

ゾン層の 1960 年から 2100 年までの過去再現および将来予測実験を行う。 
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3.2 ��と目的  

フロンやハロン等の人工的なオゾン層破壊物質の生産や使用を規制するモントリオール議定書

（1987 年）をはじめとする国際的な取り決めの結果、増加しつづけていた大気中のフロン類の濃

度は、近年、頭打ちもしくはゆるやかな減少に転じるようになった。有機塩素化合物による全塩

素量(CCly)で見ると、地表では 1993 年頃をピークに減少している。ハロンはなお増加し続けてい

るが、ある種のものは増加率が減少している。これらに符合して全球（60S-60N）オゾンもそれ

までの減少傾向が止まり、1993 年あたりからゆるやかに増加傾向である（WMO, 2007）。南極の

オゾンホールの面積も 1990 年代の半ばあたりからそれまでの線形に増加していた傾向がゆるや

かになり、頭打ちになっている。このような状況下で、世界の関心の一つはオゾン層がいつ頃回

復するかという将来予測になっている。 

大気大循環モデルと化学輸送モデルを結合させた化学－気候モデル(CCM)を使い、海面水温の

将来予測値は気象研究所の海洋－大気結合モデルの結果を使い、温室効果気体やハロゲンはシナ

リオを使って将来予測実験を行い、例えば、南極オゾンホールがいつ頃消滅するのか、その後は

どうなるのかの評価を行う。前回の「オゾン層の科学的アセスメント」（WMO, 2007）では CCM
の将来予測実験から南極オゾンホールが消滅するのは 2060 年過ぎと評価していた。しかし、詳細

をみるとすべてのCCMでCClyの最大値が過小評価されており(Eyring et al., 2007)、必ずしもCCM
の信頼性は高くない。今回の目的は、モデルの改良と併せて、積分開始年をより以前に設定する

と同時に積分期間をさらに延ばして、複数のメンバーを積分するアンサンブルランを通して同様

の実験を行うものである。気候の強制力に観測値を使う過去再現実験についても、将来予測と同

様に、積分開始年をより以前に設定して、アンサンブルランを行う。解析する期間が長くなるこ

とによって、前回(Eyring et al., 2006)ではできなかった年代の相違による強制力の影響の差異（海

面水温や太陽活動）などを調べるものである。 
 
3.3 化学-気候モデル 

気象研究所の成層圏化学－気候モデル（MRI-CCM、Shibata et al., 2005）を使う。このモデルは

対流圏でも成層圏と同じ化学を使っている。モデルの水平解像度は T42（緯経度約 2.8 度、約 300 
km）、鉛直解像度は 68 層（地表～80 km [0.01 hPa]）の T42L68 を使った。赤道準二年振動 QBO
を再現するため、非地形性の重力波抵抗スキームを使っている。また、対流圏の大循環を変えず、

その影響を出来るだけ小さくするという方針で鉛直分解能と水平拡散を設定した。鉛直 68 層の取

り方は、150 hPa より上から変え、100 hPa から 1 hPa の間で層厚 500 m、それから上で 0.05 hPa の

上端まで徐々に増加させた。水平拡散は中層大気で弱くなるように設定した。 

輸送過程はハイブリッド・セミ・ラグランジァン法で、鉛直にはフラックス・フォームである

が、水平には 5 次の内挿を使う普通のセミ・ラグランジァン法である。化学過程はファミリー法

を使い、成層圏の主な化学種を含み、3 種固定化学種(N2, O2, H2)、7 種のファミリーを含む 36
の長寿命種、15 の短寿命種、80 の気相反応、35 の光化学反応を扱っている。タイプ I、II の 2 種

類の極成層圏雲（Polar Stratospheric Clouds, PSCs)と硫酸エーロゾルも含み、PSC 上で 6 種、硫酸

エーロゾル上で 3 種の不均一反応を扱っている。 

 
3.4 結果  

過去再現（1960-2006）実験：REF-B1、過去再現－将来予測（1960-2100）実験：REF-B2 につい

てアンサンブル実験を行っている。REF-B2 についての両極に近い 2 地点(80N と 80S)における

成層圏 50 hPa での総塩素量(Cly)とオゾン全量の帯状平均値の経年変化を図 1 に示す。北半球の

80N（図 1 の左パネル）では Cly が 1970 年付近から急激に増加し 2000 年ころに最大値の約 3 ppbv
を取った後、緩やかに減少している。一方、オゾン全量の年平均値は 2000 年過ぎまで緩やかに減

少し、それから反転して徐々に増加している。夏季に現れる年最小値はほぼ年平均値と同じ傾向

を示しているが、春に現れる最大値はそのような傾向のほかに数年や 10 年スケールの大きな変動

も見え、また年々変動が非常に大きい。これは力学的な要因が大きいことを示しており、突然昇

温の頻度や大きさなどの影響が輸送に直接作用している結果である。この図から、Cly の経年変化

はオゾン全量の経年変化とほとんど関係していないことがわかる。 



オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に関する研究 
 

- 22 - 

 

南半球の極では（図 1 の右パネル）、Cly の経年変化を北半球と比較すると、年々変動は異なっ

ている（特に 2000-2020 年間）が、長時間スケールの大きな振る舞いはほとんど同じである。オ

ゾン全量の年最小値（春に出現）は 2000 年付近まで急激に減少し、それ以降は緩やかに増加して

おり、Cly の振る舞いとほとんど逆になっている。年最大値も程度は小さいが Cly と逆相関になっ

ている。この図は南極では極渦が安定しているため、PSCs 表面で生じる不均一反応がオゾンの変

動の主要因であることを示している。この図のオゾン全量は帯状平均の値なので、オゾンホール

ではないが、南極上空のオゾンホールは円の形に似ていると近似できるので、オゾンホールの指

標として使うと、1980 年の値に戻るのは 2060 年付近であり、Cly も丁度そのころに 1980 年の値

に戻る。この結果は以前の REF-2 の結果に似ている。これが果たしてどの程度の信頼性を有する

のかは現在積分実行中の別のメンバーでも同じような結果になるかに依存する。 
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4. まとめ  
国際的プロジェクトの化学-気候モデル検証活動(CCM Validation)に参加し、スーパーコンピュ

ータを使って MRI-CCM の長期積分を行う。1 つは海面水温、温室効果気体、オゾン層破壊物質

（ハロゲン）、太陽 11 年変動、巨大火山噴火などの観測された強制力をすべて与えて 1960 年から

45 年間の過去再現である。もう一つ 2100 年までの 140 年間の将来予測：強制力は海面水温、温

室効果気体、ハロゲンであり、その将来値は気候モデルもしくはシナリオに基づく。その結果は、

WMO/UNEP による「オゾン層の科学的アセスメント」（2010 年）に使われる予定である。 

図 1  オゾン全量（��、��りは��の��、��は���ン（DU））と���量(Cly、��、��

りは��の��、��は ppbv)の帯状平均値の 1960 年から 2100 年までの変化。（左）北半球の極地域

（80N）、(右)南半球（80S）。 
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5. ��の研究��  
 大気は非線形性が強く内部変動が大きいので、単一のランの結果のみの解析からではシミュレ

ートされた現象が外部強制による応答なのか、もしくは内部変動による偶然の結果なのかの判定

が難しい。CCM モデル結果の統計的有意性を上げるため、複数のメンバーのランを使うアンサン

ブル実験を行う。 
 
6. 研究�果�� 
 
6.1 �上�����有� 
Austin J., Tourpali K., Rozanov E., Akiyoshi H., Bekki S., Bodeker G., Bruhl C., Butchart N., Chipperfield M., 

Deushi M., Fomichev V.I., Giorgetta M.A., Gray L., Kodera K., Lott F., Manzini E., Marsh D., Matthes K., 
Nagashima T., Shibata K., Stolarski R.S., Struthers H., Tian W. (2008) Coupled chemistry climate model 
simulations of the solar cycle in ozone and temperature. J. Geophys. Res., 113, D11306, 
doi:10.1029/2007JD009391. 

Shibata K., Deushi M. (2008) Long-term variations and trends in the simulation of the middle atmosphere 
1980-2004 by the chemistry-climate model of the Meteorological Research Institute. Annales Geophysicae, 
26, 1299-1326. 

Son S.-W., Polvani L.M., Waugh D.W., Akiyoshi H., Garcia R., Kinnison D., Pawson S., Rozanov E., Shepherd 
T.G., Shibata K. (2008) The impact of stratospheric ozone recovery on the southern hemisphere westerly jet. 
Science, 320, 1486-1489, doi:10.1126/science.1155939. 

 
7. ���  

 
柴田清孝  

〒305-0052 茨城県つくば市長峰 1-1 気象研究所  
Tel: 029-853-8710   Fax: 029-855-7240  
E-mail: kshibata@mri-jma.go.jp  
 



オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に関する研究 
 

- 24 - 

 

Project name: 
Analysis of Long-term Variations in the Ozone Layer Destruction and Prediction of the 
Ozone Layer under Global Warming Scenarios 
 
2008 April - 2009 March 
 
Project leader: 
Kiyotaka SHIBATA, Atmospheric Environment and Applied Meteorology Research Department, 
Meteorological Research Institute 
 
Abstract:  

The ozone depleting substances such as chlorofluorocarbons and halons are decreasing, or at least their 
increasing rates are decreasing, owing to the prevalence of the Montreal Protocol, its adjustments and 
amendments. However, in recent years the ozone hole in the Antarctic does not seem to be diminishing, and 
the future projection of the ozone layer and ozone depleting substances is not well understood in detail. To 
address these issues, hind-cast experiments of a chemistry-climate model were carried out and the factors 
responsible for long-term variations in the ozone layer were analyzed. In addition, scenario-based 
experiments were also performed to investigate quantitatively when the ozone layer would recover to its 
pre-1980 state, and how global warming, due to increased greenhouse gases, would affect the ozone layer.  
 
 
Keywords: 
Chemistry-climate model, Ozone depletion, Greenhouse gas, Global warming, Future prediction of the 
ozone layer 
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研究課題�： 
全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化及びそれを用いた大気陸面���用の

研究 
 
課題代表者：国立環境研究所社会環境システム研究領域 花崎直太 

共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 
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Jaeil CHO・Hyungjun KIM 

 
要�： 
近年の全球気候モデル（GCM）の時空間解像度の向上と温暖化研究の高度化に伴い、陸域過程

が大気過程や海洋過程に及ぼすフィードバックの重要性が増し、GCM の陸域過程の精緻化が大き

な課題となっている。本研究は 1）陸面過程（熱収支と水収支）、2）生態系変動および炭素循環

のプロセスに着目し、全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化に資することを目的としてい

る。平成 20 年度は人間活動を取り込んだ MIROC を利用して、灌漑が気候システムに及ぼす影響

を評価するシミュレーションを引き続き実施するとともに、河川流量のピーク形成や水面での水

熱交換など水循環過程において無視できない要素である氾濫原を表現する全球河川流下モデルの

開発を行った。またこれらと並行して、温暖化気候予測の不確実性に関する検討を実施するため、

陸域生態系モデルを用いて、CMIP3 の複数シナリオに基づいて生態系影響を推定した。 
本年度の主要な成果としては氾濫原を表現する全球河川流下モデルの開発が挙げられる。超高

解像度の水文地形データから、全球河川流下モデルにおける河道網と氾濫原のサブグリッドスケ

ール地形情報を客観的に抽出する手法を考案した。抽出された地形情報を用いて氾濫原浸水過程

を考慮した全球河川流下モデルを構築し、水循環シミュレーションを行った。その結果、新たに

開発したモデルではアマゾン川のような氾濫原の活動が活発な低平地流域での河川流量の再現性

を大幅に向上させること、また氾濫原浸水面積の季節変動を妥当な範囲で再現できることを示し

た。 
 
�ー�ード： 

陸面過程、生態系変動、炭素循環 
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研究課題�： 
全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化及びそれを用いた大気陸面相互作用の

研究 
 
実施年度： 
平成 19 年度～21 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所社会環境システム研究領域 花崎直太 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 

東京大学生産技術研究所 沖 大幹・鼎 信次郎・山田朋人・山崎 大・鈴木 聡 
Jaeil CHO・Hyungjun KIM 

 
 
1. 研究目的 
近年の全球気候モデル（GCM）の時空間解像度の向上と温暖化研究の高度化に伴い、陸域過程

が大気過程や海洋過程に及ぼすフィードバックの重要性が増し、GCM の陸域過程の精緻化が大き

な課題となっている。本研究は 1）陸面過程（熱収支と水収支）、2）生態系変動および炭素循環

のプロセスに着目し、CCSR/NIES/FRCGC で開発した全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化

に資することを目的とする。平成 20 年度は前年度に開発した人間活動を取り込んだ MIROC を利

用し、灌漑が気候システムに及ぼす影響についてのシミュレーションを高度化すること、ならび

に河川流量のピーク形成や水面での水熱交換など水循環過程において無視できない要素である氾

濫原を表現する全球河川流下モデルを開発することを目的として研究を行った。またこれらと並

行して、温暖化気候予測の不確実性に関する検討を実施するため、陸域生態系モデルを用いて、

CMIP3 の複数シナリオに基づいて生態系影響を推定した。 
 
キー�ード： 
陸面過程、生態系変動、炭素循環 
 
2. スーパー�ンピュータ利用実� 
 
2.1  計算�利用時間 
 CPU 時間 1 ノード未満: 28 hours, 1 ノード: 1,525 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 1,553 hours 
 
2.2  利用�要 
人間活動を取り込んだ MIROC を利用して灌漑が気候システムに及ぼす影響を評価するための

シミュレーションを実施するためにパラレルキューを用いた。計算結果の前処理・後処理には国

立環境研究所地球環境研究センター所有の PC サーバを用いた。氾濫原を表現する全球河川流下

モデルのテストおよびデバッグにシングルキューを用いた。 
 
3. 研究結果 
 
本年度の中心的な成果である氾濫原を表現する全球河川流下モデルについて研究成果を記す。 

 
3.1. は�めに 
 河川による陸域の水循環は、気候システムの一要素として、また人間活動に必要な淡水供給シ

ステムとして、非常に重要なプロセスである。地球規模での河川による水輸送過程を理解するた

め、約 20 年にわたり全球河川流下モデルの研究開発がなされてきた。しかしながら、既存の全球

河川流下モデルの解像度は最高でも 0.5 度（約 2500 km2）に留まっており（例：Oki et al., 2003）、

水の流れを決定付けている詳細な地形情報を表現できなかった。そのため、ほとんどのモデルは
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河道を 1 次元に単純化して扱っており、氾濫原における水面の広がりを再現することは達成され

ていなかった。本研究では、超高解像度（約 1 km2）の水文地形データから河道網と氾濫原のサブ

グリッドスケール地形情報を適切に抽出する手法を考案し、氾濫原浸水過程を陽に表現する全球

河川流下モデルを開発した。 
 
3.2.モデルの�� 
 本研究では図１に示されるように、各グリッドに河道と氾濫原の 2 つの貯水槽を定義した。河

道は「河道標高」「河道長」「河道幅」「河道深」を持ち、氾濫原は「集水面積」「氾濫原地形

関数」を持つ。「河道幅」と「河道深」は年平均流量の関数で与えられると仮定し、「河道標高」

「河道長」「集水面積」「氾濫原地形関数」は超高解像度の水文地形データから客観的に抽出さ

れる。ここで、河道と氾濫原の水面標高は等しいと仮定すると、各グリッドの貯水量から河道水

深・氾濫原水深・氾濫面積といった貯水形態を計算することができる。また、外部入力データと

して氾濫していない面積からは流出量が、氾濫している面積では降水量－蒸発量が各グリッドの

貯水槽に加えられるとした。水の水平輸送は、「河道網」で示される上流グリッドと下流グリッ

ドの間のみで行われると仮定し、Diffusive Wave Equation1で計算される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3 河道網と氾濫原の地形情報の抽出 
 ここでは、1 km 解像度の表面流向データ：GDBD（Masutomi et al., 2009）と NASA による 30
秒解像度 Digital Elevation Model (DEM)：SRTM30 から、全球河川流下モデルの河道網と氾濫原の

地形情報抽出する手法について説明する。 
1) 各グリッドボックス内で最大合流点に該当する GDBD セルをグリッド代表セルと定める（図

2a 丸）。グリッド代表セルにおける SRTM30 の標高を「河道標高」とする。 
2) 各グリッドのグリッド代表セルから GDBD 表面流向データを下流へと辿っていき、下流のグリ

ッド代表セルに到達した時点で流下先グリッドを定め、「河道網」を作成する（図 2a 矢印）。 
3) 各グリッドと流下先グリッドのグリッド代表セルの間の「河道長」を、GDBD をもとに 1 km
スケールで計算する。 
4) 各グリッドのグリッド代表セルに集水される GDBD 表面流向データの集合を各グリッドの集

水域と定義する。集水域に含まれる GDBD セルの合計面積を求め、「集水面積」とする（図 2b）。 
5) 集水域内の SRTM30 標高分布を昇順にソートし、図 3 のように 10 段階のノンパラメトリック

関数を作成する。これを氾濫原貯水量から氾濫面積・氾濫原水深を求めるための「氾濫原地形分

布関数」とする。 
 
 
 
 
                              
1 河道における連続式と運動方程式を計算条件に応じて簡略化するための手法の一つ。地形の勾配が緩

く、下流側から上流側に洪水流が伝播する場合に用いられる。 

図 1  各グリッドにおける貯水槽の定義。ここで Srは河道貯水槽、Sfは氾濫原貯水槽、Wrは河道幅、

Hrは河道深、Pは降水量、Eは蒸発量、Rは流出量である。 

rH
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fS
EP  R

Topography
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3.4 水��シミュレーション 
 以上のモデルを用いて、河川・氾濫原シミュレーションを行った。ここではアマゾン川流域で

のシミュレーション結果についてのみ説明する。図 4 はオビドスにおける観測とモデル流量を示

したものである。黒線が観測流量・緑線が河道のみを考慮し Kinematic Wave2で流速算定を行った

モデル・青線は河道と氾濫原を考慮して Kinematic Wave で流速算定を行ったモデル・赤線は河道

と氾濫原を考慮して Diffusive Wave で流速算定を行ったモデルである。河道に加えて氾濫原を考

慮することで、洪水時の過剰な流量ピークが抑えられ、さらに Diffusive Wave を考慮することで

洪水ピークが観測値と一致するようになったことが読み取れる。 
またモデルで再現される氾濫面積を Prigent et al.（2007）による衛星観測データと比較した。図

5 と図 6 にそれぞれ、高水期と低水期の氾濫面積割合の観測値(a)とモデル再現値(b)を示した。

新たに開発した全球河川流下モデルは氾濫面積の空間分布を概ね正しく再現できていることが分

かる。アマゾン川中部氾濫原における氾濫面積の時系列変化を図 7 に示した。黒線が衛星観測・

赤線がモデル再現値を示す。これによると、振幅が若干過大である、ピークが 1 ヵ月程度早いな

どの問題はあるものの、開発したモデルは氾濫面積の平均値と季節変動を表現できることが分か

る。 
 

                              
2河道における連続式と運動方程式を計算条件に応じて簡略化するための手法の一つ。地形の勾配が急

で、下流側から上流側に洪水流が伝播しない場合に用いられる。 

(a) (b)

図2  河道網データセット��手�。(a)グリッド代表セル（丸）と河道網（矢印）。(b)各グリッド代

表セルの集水面積。 

図 3  集水域内地形分布関数の作成。縦軸は氾濫原の水深、横軸は集水域内の面積分布を示す。黒の

太線は SRTM30 の実測値、緑の細線は作成された 10 段階のノンパラメトリック関数である。 
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(a)

(b)

(a) 

(b) 

図 5 �����流�の氾濫面積�。(a)高水期

の氾濫面積割合の衛星観測。(b)高水期の氾濫面

積割合のモデル再現値。 

図 6  �����流�の氾濫面積�。(a)低水期

の氾濫面積割合の衛星観測。(b)低水期の氾濫面

積割合のモデル再現値。 

Obs. 
Sim . 

図 7  �������氾濫原の氾濫面積。黒線は衛星観測、赤線はモデル再現値を示す。 

図 4  �������る河�流量。黒線は観測流量・緑線が河道のみを考慮し Kinematic Wave で流

速算定を行ったモデル、青線は河道と氾濫原を考慮して Kinematic Wave で流速算定を行ったモデ

ル、赤線は河道と氾濫原を考慮して Diffusive Wave で流速算定を行ったモデルである。 



全球気候モデル MIROC の陸域過程の精緻化及びそれを用いた大気陸面相互作用の研究 

 

- 30 - 

 

3.5. まと� 
超高解像度の水文地形データから、全球河川流下モデルにおける河道網と氾濫原のサブグリッ

ドスケール地形情報を客観的に抽出する手法を考案した。抽出された地形情報を用いて氾濫原浸

水過程を考慮した全球河川流下モデルを構築し、水循環シミュレーションを行った。その結果、

新たに開発したモデルではアマゾン川のような氾濫原の活動が活発な低平地流域での河川流量の

再現性を大幅に向上させること、また氾濫原浸水面積の季節変動を妥当な範囲で再現できること

を示した。 
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4. まと� 
今年度は河川流量のピーク形成や水面での水熱交換など水循環過程において無視できない要素

である氾濫原を表現する全球河川流下モデルを開発した。その結果、新たに開発したモデルでは

アマゾン川のような氾濫原の活動が活発な低平地流域での河川流量の再現性を大幅に向上させる

こと、また氾濫原浸水面積の季節変動を妥当な範囲で再現できることが示された。この他に、前

年度に開発した人間活動を取り込んだ MIROC を利用し、灌漑が気候システムに及ぼす影響につ

いてのシミュレーションを引き続き実施した。さらに、陸域生態系モデルを用いて、CMIP3 の複

数シナリオに基づいて生態系影響を推定することで温暖化気候予測の不確実性に関する検討を実

施した。 
 
5. 今�の研究展� 
今年度新たに開発した全球河川流下モデルは、陸面過程モデル MATSIRO の水循環過程を検証

する際に有用なツールとなることが期待される。すなわち、MATSIRO の出力である流出量を全

球河川流下モデルに与えて河川流量や氾濫面積を得ることにより、豊富な現地観測・衛星観測と

比較することが可能になる。また新しい全球河川流下モデルを MIROC に結合することで、河川・

大気相互作用という新しい研究に発展する可能性がある。 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 ��発表 

花崎直太, 横畠徳太, 江守正多 (2008) 灌漑が気候システムに与える影響に関する全球気候モデルを利
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伊藤昭彦, 稲冨素子 (2008) 陸域生態系モデル VISIT によるグローバル推定：微量ガス収支. 第 14 回大

気科学討論会.  
Ito A. (2008) Variability of terrestrial carbon budget in response to ENSO, IODM, and AO/NAO. American 

Geophysical Union 2008 Fall Meeting.  
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Project name: 
Improvement of the Land Surface Process of MIROC Global Climate Model and its 
Application to Land-Atmosphere Interaction Studies 
 
2007 April - 2010 March 
 
Project leader: 
Naota HANASAKI, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members: 
Akihiko ITO, National Institute for Environmental Studies 
Taikan OKI, Shinjiro KANAE, Tomohito YAMADA, Dai YAMAZAKI, Satoshi SUZUKI, Jaeil CHO, 
Hyungjun KIM, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo 
 
Abstract: 

Due to rapid increase in the spatial/temporal resolution of global climate models (GCMs) and 
increasing sophistication of climate change research, the land-atmosphere/land-ocean feedback is beginning 
to play a more important role in climate simulations. Therefore, it is an urgent issue for GCM developers to 
improve the land process of GCMs. This project aims to improve the land processes of MIROC, a GCM, 
focusing on 1) land surface process (heat and water balance) and 2) processes of ecological change and 
carbon cycles. In fiscal year 2008, we developed a new global river routing model including inundation 
process. 

To obtain digital maps of the global river network and flood plain distribution, a novel technique was 
devised utilizing a high resolution global river basin dataset. A global river routing model including 
inundation process was formulated and coded, and a series of river routing simulations was performed. The 
results indicated that the new model significantly improved the river discharge simulation of rivers having 
flat lower plains such as the Amazon River, compared with a conventional river model with no inundation 
process. It was also shown that the seasonal variation of flooded area was fairly reproduced.  
 
Keywords: 
Land surface process, Ecological change, Carbon cycle 
 



国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成20年度 
CGER-I090-2009, CGER/NIES 

 

- 33 - 

 

研究課題�： 
MIROC ���度�および氷��学モデルと��循環モデルを用いた古気候数値�

�と温暖化�� 
 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 阿部彩子 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 岡 顕・吉森正和・倉橋貴純・井手智之 

松尾勇気 
 

要�� 

温暖化による気候の長期的な応答を議論する上で、海洋の応答を調べることは重要な課題の一

つである。本報告では、比較的多くの古気候データが集められている最終氷期の海洋深層循環に

着目し、その変化の要因を数値シミュレーションにより議論した。大気海洋大循環モデル

（MIROC）の結果を用いて海面境界条件を作成のうえ、海洋大循環モデル（COCO）を用いて、

現在気候および氷期気候における海洋深層循環の数値シミュレーション、および熱フラックスと水フ

ラックスの効果を切り分けた感度実験を行った。その結果、熱フラックスによって大西洋深層循環は強まる

一方、水フラックスによって弱化が引き起こされることがわかった。さらに、現在気候の大西洋深層循環の

再現性の違いにより、氷期における大西洋深層循環の応答に大きな違いが生じることがわかった。氷期

の大西洋深層循環の再現には、熱フラックスと水フラックスの両者の定量的な効果を適切に表現する必

要があることが示唆された。 

 

�ー�ー��  

古気候シミュレーション、気候モデル、��循環モデル、気候�度 
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研究課題�： 
MIROC 中解像度版および氷床力学モデルと炭素循環モデルを用いた古気候数値実

験と温暖化予測 

 
実施年度： 
平成 20 年度～平成 20 年度 
 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 阿部彩子 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 岡 顕・吉森正和・倉橋貴純・井手智之 

松尾勇気 
 

 
1. 研究目的 
本研究では、MIROC 気候モデルに氷床モデルおよび炭素循環モデル（海洋は生物過程と化学過

程を含む海洋物質循環モデル、陸域は LPJ 動的植生炭素循環モデル）を併用できるよう、必要な

結合作業やモデル開発を行う。それらのモデルを利用し、最終氷期などの古気候実験を行い、大

気水循環のほか、熱塩循環、海洋炭素循環、陸域炭素循環、植生、氷床、海洋トレーサー、ダス

トなどの変化特性を調べる。またフィードバック解析などの解析を行って変動特性を明らかにし

ていく。 
 
�ーワード： 
古気候シミュレーション、気候モデル、炭素循環モデル、気候感度 
 
2. スーパー�ン�ュータ利用実� 
 
2.1 計算�利用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 1,302 hours, 1 ノード: 25,689 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 26,990 hours 
 

2.2 利用�要 
東京大学気候システム研究センター・国立環境研究所・地球フロンティア研究センターで開発

された大気海洋結合大循環モデル（MIROC）を用いて、古気候シミュレーションを行った。さら

に、海洋物質循環モデルを使って、海洋大循環モデル（COCO）をベースとしたオフライン手法

により、MIROC の結果で得られた物理場のもとで海洋炭素循環の計算を実施した。これらの計算

には、国立環境研究所 SX-8R の並列計算ジョブを利用した。初期値の作成、結果の解析などは、

気候システム研究センターのワークステーションにて行った。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 �要 

MIROC による温暖化実験および最終氷期再現実験のほか、以下のようなさまざまな古気候数値

実験を通じて、地球温暖化への知見を深めるための研究を実施した。(a)海洋大循環モデルによる

最終氷期における海洋深層循環のシミュレーションを行った。さらに、シミュレートされた大西

洋深層循環の氷期における変化の要因を調べるための感度実験を行った。(b)最終氷期のおける海

洋の炭素循環についてのシミュレーションを行い、氷期における海洋生物生産の変化や大気中二

酸化炭素濃度変化について議論した。(c)モデルの気候感度がどのようなフィードバックによって

決められているのかを定量的に調べるツールを作成した。具体的には、MIROC を用いて長波解析

用の標準放射応答パターン（放射カーネル）を作成した。 
以下 3.2-3.4 節では特に(a)に注目し、その背景、目的、結果の詳細を報告する。 
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3.2 ��と目的 

温暖化による気候の長期的な応答を議論する上で、海洋の応答を調べることは重要な課題の一

つである。そのなかでも、地球温暖化により引き起こされる大きな変化の懸念のひとつとして、

海洋深層循環の変化が挙げられる。海洋深層循環は大気海洋系の南北熱輸送の多くを担っており、

その変化は海洋表層温度や地表気温などに影響を与える。海洋深層循環は、過去の気候にもその

変化が大きく影響していたことが知られている。例えば、炭素同位体のデータなどから、最終氷

期には現在に比べ大西洋深層循環が現在にくらべ浅く弱いものであったことが示唆されており、

その循環の変化に伴う大気二酸化炭素濃度への影響もさかんに議論されている。本報告では、比

較的多くの古気候データが集められている最終氷期の海洋深層循環に着目し、その変化の要因を

数値シミュレーションにより議論する。 
 
3.3 数値シミュレーション 

海洋大循環モデル（COCO）を用いて、現在気候および氷期気候における海洋深層循環の数値

シミュレーションを行った。海面の境界条件は、MIROC の結果を利用して作成した。水フラック

ス条件、熱フラックス条件のみをそれぞれ氷期条件にした感度実験も行った。すべての実験にお

いて、温度塩分場は WOA の気候値を初期値として 1000 年の時間積分を行い、終わりの 100 年間

を平均し解析に用いた。 
 
3.4 結果 
図 1 に大西洋子午面流線関数を示す。現在気候においては、北半球高緯度域での沈み込み

に伴う循環が最大値で 17Sv、赤道を通過する流量で 12Sv となった。一方、氷期気候におい

ては、最大値が 22Sv、赤道通過流量が 15Sv と現在気候に比べ増加した。つまり、氷期には

深層循環が強くなるという結果が得られた。MIROC を含む他のいくつかの結合モデルでも氷

期に循環が強くなるという結果が報告されているが（Weber et al., 2008）、炭素同位体比など

の古気候データによると、実際には氷期の循環は浅くて弱いものであったことが示唆されて

いる。 
氷期における深層循環の変化の理由を調べるため、海面の境界条件である熱フラックスと水フ

ラックスの効果をそれぞれ分離して評価するために行った感度実験の結果を図 2 に示す。熱フラ

ックスを氷期条件にした場合は循環が強くなり、水フラックスを氷期条件にした場合は循環が弱

くなっていることがわかる。図 1 の氷期実験においては、熱フラックス変化による循環強化が水

フラックス変化による循環弱化の効果を上回ったため、循環が強化したと考えられる。 
 
 

 
 

図 1  現在（�）と氷期（�）における大西洋子午面流線関数。コンター間隔は 1Sv。 
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図 2 熱フラックスの�氷期��にした実験��）および水フラックスの�氷期��にした実験��）

での大西洋������数。コンター間隔は 1Sv。 
 

MIROC および今回の海洋モデル実験において氷期の循環が強化してしまう要因のひとつとし

て、現在気候に Sea Surface Temperature(SST)や Sea Surface Salinity(SSS)のバイアスがあり、現在

気候の深層循環の再現性が必ずしもよくないことが挙げられる。実際、SST と SSS のバイアスを

なくすために観測された SST、SSS に対する緩和項を加えた上で現在気候のシミュレーションを

行った場合、大西洋深層循環は図１に比べ強くなる。この現在気候に対して、氷期気候における

熱フラックス変化と水フラックス変化を与えると、この場合は大西洋深層循環の弱化が再現され

ることが確認された。このことは、同じ熱フラックス、水フラックス変化に対しても、現在気候

の違いによって氷期気候における熱塩循環の変化の様相が異なってくることを示唆している。 

以上の結果のように、氷期の深層循環の応答は、熱フラックス変化と水フラックスの変化の両

者の相反する効果のバランスのもとで決定されていると考えられる。氷期における深層循環のシ

ミュレーションを成功させるためには、熱フラックス変化と水フラックス変化の効果を定量的に

正しく表現する必要があり、両者の影響を決めるさまざまなプロセスについてより詳しく結果を

解析するとともに、現在気候のシミュレーションの精度についても高めていく必要があることが

示唆される。 
 

�考�� 
 

Weber et al. (2008) The modern and glacial overturning circulation in the Atlantic Ocean in PMIP coupled 
model simulations. Climate of the Past, 3, 51-64. 

 
4. まとめ 

熱フラックスと水フラックスの効果を切り分けた感度実験により、熱フラックスによって大西洋深層循環

は強まる一方、水フラックスによって弱化が引き起こされることがわかった。さらに、現在気候の大西洋深

層循環の再現性の違いにより、氷期における大西洋深層循環の応答に大きな違いが生じることがわかっ

た。氷期の大西洋深層循環の再現には、熱フラックスと水フラックスの両者の定量的な効果を適切に表現

する必要があることが示唆された。 

この他に本課題では、１）気候感度、フィードバック解析のためのツールを作成し、前年度に

行われたより高精度かつ詳細なフィードバック解析の結果と比較することでその精度や汎用性を

確認した、２）氷期における海洋炭素循環のシミュレーションを行い、当時の大気二酸化炭素濃

度変化や生物生産変化に対する海洋循環やダストフラックスの役割について定量的な評価を行っ

た、などの成果が得られた。 
 
5. 今�の���� 
氷期気候における熱フラックス変化、水フラックス変化に対する海洋深層循環の応答がどのよ

うなプロセスにより決定されているかを調べるための解析を進めてく予定である。そのほかにも、
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海洋物質循環モデルによる氷期・現在の海洋炭素循環の再現実験において、海洋熱塩循環の変化

が大気二酸化炭素濃度に与える影響の評価、陸域炭素循環および植生の氷期・現在の再現実験に

よるダスト発生に対する植生変化の役割の評価、作成したフィードバック解析ツールによるモデ

ル間の気候感度の相違の検証、など引き続き研究を行っていく予定である。 
 
6. 研究成果発� 
 
6.1 ��発�（���） 
Ohgaito R., Abe-Ouchi A. (2009) The effect of sea surface temperature bias in the PMIP2 AOGCMs on 

mid-Holocene Asian monsoon enhancement. Climate Dynamics 2009 DOI:10.1007/s00382-009-0533-8. 
Takemura T., Egashira M., Matsuzawa K., Ichijo H., O’ishi R., Abe-Ouch A. (2009) Global distribution and 

radiative forcing of soil dust aerosols in the Last Glacial Maximum simulated by the aerosol climate model. 
Atmos. Chem. Phys, 9, 3061-3073. 

O’ishi R., Abe-Ouchi A., Prentice C., Sitch S. (2009) Vegetation dynamics and plant CO2 responses as positive 
feedbacks in a greenhouse world. Geophysical Research Letters, 36, L11706, doi:10.1029/2009GL038217 . 

Yoshimori M., Yokohata T., Abe-Ouchi A. (2009) A comparison of climate feedback strength between CO2 
doubling and LGM experiments. J. Climate, doi: 10.1175/2009JCLI2801.1. 

吉森正和, 阿部彩子 (2009) 気候感度の制約において第四紀研究の果たす役割と可能性について. 第四

紀研究, 48(3), 143-162 . 
 
6.2 ��発� 
Yoshimori M., Yokohata T., Abe-Ouchi A. (2008) A comparison of climate feedback strength between CO2 

Doubling and LGM Experiments. PMIP2 Workshop. 
岡 顕, 羽角博康, 小畑元, 蒲生俊敬, 山中康裕 (2008) 海洋大循環モデルによる希土類元素分布の再現. 

日本地球化学学会（招待講演）. 
岡 顕 (2008) 最終氷期における大西洋深層循環のシミュレーション. 国立極地研究所先進プロジェク

ト研究集会. 
岡 顕, 羽角博康, 小畑元, 蒲生俊敬, 山中康裕 (2009) 海洋大循環モデルによる希土類元素分布の再現. 

東京大学海洋研究所共同利用研究集会「微量元素海洋学」事始：海洋の微量元素・同位体研究の

動向と今後の展望（GEOTRACES 計画）. 
吉森正和, 阿部彩子, 横畠徳太 (2008) 二酸化炭素倍増実験と最終氷期極大期における気候フィードバ

ック解析. 日本気象学会 2008 年度春季大会. 
吉森正和, 阿部彩子, 横畠徳太 (2008) 二酸化炭素倍増実験と最終氷期極大期における気候フィードバ

ック解析. 第四紀学会シンポジウム. 
吉森正和 (2008) フィードバックと気候感度、熱帯、極域の気温変化. 国立極地研究所先進プロジェク

ト研究集会. 
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Paleoclimate Modeling and Global Warming Experiments Using MIROC–med and an 
Ice Sheet Model (ICIES) 
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Project leader:  
Ayako ABE-OUCHI, Center for Climate System Research, University of Tokyo  
 
Project members:  
Akira OKA, Masakazu YOSHIMORI, Takasumi KURAHASHI, Tomoyuki IDE, Yuki MATSUO, Center 
for Climate System Research, University of Tokyo  
 
Abstract: 

In this study we focused on the role of changes in the sea surface heat and freshwater fluxes using the 
results of a coupled climate model (MIROC), and investigated their role in controlling the Atlantic 
meridional overturning circulation (AMOC) at the Last glacial maximum (LGM). In order to individually 
evaluate the role of heat and freshwater fluxes, we conducted additional oceanic general circulation model 
simulations under the sea surface heat/freshwater flux conditions obtained from present-time and LGM 
simulations by MIROC. The results suggest that the freshwater flux changes contribute to the weakening of 
the AMOC at the LGM, whereas the heat flux changes make the AMOC stronger than that of the present 
time. We demonstrated that the response of the AMOC to glacial boundary conditions was determined by 
the balance between opposite effects of heat and water fluxes into the ocean. 
 
Keywords: 
Paleoclimate simulation, Climate model, Carbon cycle model, Climate feedback 
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研究課題�： 

NICAM による雲降水システムの研究 
 

課題代表者：東京大学気候システム研究センター 佐藤正樹 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 柳瀬 亘 

 

要�： 

本課題では全球非静力学モデルである NICAM(Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model)を
走らせ、多様なメソスケール雲降水システムの理解を深めることを目的としている。そのターゲ

ットの一つとして、十分に解明されておらず予報も難しいとされる台風やサイクロンの発生過程

について焦点を当てている。2008 年にベンガル湾に発生してミャンマーに甚大な被害を及ぼした

サイクロン Nargis の発生について、予測可能性を環境場変化の観点から調べるため数値シミュレ

ーションを行なった。2008 年 4 月 1 日～5 月 20 日の 1 日ごとの初期値を用いて 50 本の 8 日積分

のシミュレーションを試みたところ、実際に Nargis が発生した 4 月末にサイクロンが発生しやす

い傾向が再現できた。これはベンガル湾上で季節進行と季節内振動に伴うように環境場が変化し、

2008 年 4 月末にサイクロン発生に都合の良い環境場が維持されていたことによると考えられる。

2008年の海面水温の偏差はNargisの発生時期を決める要因としては重要でないことも確かめられ

た。また、熱帯海洋上の対流のサイズや構造に関する統計的研究、雲解像モデルの雲の性質の衛

星データによる検証についても研究を進めた。 

 

 

�ー�ー�： 

雲降水システム、熱帯対流、メソスケール気�、熱帯�気�、台風、全球非静力学モデル 
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研究課題�： 
NICAM による雲降水システムの研究 
 
実施年度： 
平成 20 年度～20 年度 
 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 佐藤正樹 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター 柳瀬 亘 
 
 
1. 研究目的 
スコールラインや台風などに代表される雲降水システムは、豪雨や強風による災害や潜熱解放

や放射による気候システムとの相互作用など、環境を理解する上で重要な現象である。本課題で

は全球非静力学モデル NICAM(Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model; Satoh et al., 2008)を
利用して、雲降水システムの基礎プロセスを理解することを目的とする。環境研 SX-8R 上で解像

度数 km～数十 km の大気シミュレーションを行うため、ストレッチ格子や小惑星実験などの手法

を工夫している。現象としては、積雲対流の組織化による台風やサイクロンの発生や、熱帯海洋

上の対流のサイズや構造に関する統計的研究を行なう。 
 
�ーワード： 
雲降水システム、熱帯対流、��ス�ール気象、熱帯�気�、台風、全球非静力学モデル 
 
2. スー�ーコン�ュータ利用実� 
 
2.1 計算�利用時間 
 CPU時間  1ノード未満: 145 hours, 1ノード: 9,959 hours, 2ノード: 64,398 hours, 計: 74,503 hours 

 
2.2 利用�要 
雲降水システムのシミュレーションには全球非静力学大気モデル NICAM を利用した。ストレ

ッチ格子を用い局所的に解像度を 14 km/7 km とした台風・サイクロンの発生実験を行なった。並

列計算での高速シミュレーションにより、数多くの実験設定や事例解析を実現することができた。

計算された大気場をポスト処理・可視化するのには気候システム研究センターのワークステーシ

ョンで行った。 
 
3 研究�� 
 
3.1 �要 

本年度に行なった研究のうち、インド洋のサイクロン発生に関する研究を紹介する。2008 年 4
月末にベンガル湾上に発生してミャンマーに甚大な被害を及ぼしたサイクロン Nargis の発生の予

測可能性について、ベンガル湾で解像度を 14 km/7 km に高めたストレッチ格子を用いたシミュレ

ーションを行なった。4 月 1 日～5 月 20 日の 1 日ごとの初期値を与えて 50 本の実験を行ったとこ

ろ、実際に Nargis が発生した 4 月末にサイクロン発生の可能性が高いことをモデルで再現するこ

とに成功した。これは 4 月末にはベンガル湾上の環境場がサイクロン発生に都合が良かったこと

によると考えられる。一方でサイクロン発生の正確な位置を再現することは難しく、初期値に用

いたデータの依存性が高いことを確認した。本研究で得られたサイクロン発生における環境場や

予測可能性の知見は、北太平洋西部の台風発生との比較という観点からも重要である。また、熱

帯海洋上の対流のサイズや構造に関する統計的研究、雲解像モデルの雲の性質の衛星データによ

る検証についても研究を進めた。 
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3.2 ��と�的 
台風やサイクロンなどの熱帯低気圧は、積雲対流の潜熱解放によるエネルギー生成や渦度の引

き伸ばしなどのメカニズムによって発達する。これらのメカニズムが働くためには高い海面水温

や下層の循環などの環境場が整っていることが重要であり、このことが熱帯低気圧の地域分布や

季節変化を説明する。台風の発生する北太平洋西部は春から秋にかけての長い期間で環境場が整

っているのに対し、サイクロンの発生するベンガル湾は夏季モンスーンの影響で夏には環境場が

整わず春と秋とに活動度のピークを持つという特徴がある。ベンガル湾では 2008 年 4 月 27 日に

サイクロン Nargis が発生し、5 月 2 日にミャンマーに上陸して甚大な被害をもたらした。ベンガ

ル湾の気候学的なサイクロン発生季節は 5 月であり、4 月に発生した Nargis は比較的に早い時期

であった。データ解析により 2008 年はモンスーンに伴う環境場の季節進行が早かったことがわか

っている。2008 年 4 月の環境場変化に伴う Nargis の発生の予測可能性を調べるため、4 月 1 日か

ら 5 月 20 日までの期間の初期場を用いてサイクロン発生のシミュレーションを試みた。 
 

3.3 数値シミュレーション 
Nargis の発生シミュレーションは、全球非静力学モデル NICAM を用いて行った。水平格子を

集中させるストレッチ格子の手法を利用し、ベンガル湾上で格子間隔 14km/7 km の解像度で実験

を行った。積雲対流の表現には水蒸気・雲水・雲氷・雨・雪・あられを予報する NSW6 雲微物理

スキームを用い、積雲対流のパラメタリゼーションは用いていない。今回は数多くの実験を行う

ために主に 14km 格子を用いたが、その妥当性は 7 km 格子の実験を数本行なって比較することで

確認している。また、地球シミュレータによる全球一様な 14 km 格子間隔の実験とも比較し、局

所 14 km 格子の実験の妥当性も確認した。 
Nargis の発生は 2008 年 4 月 27 日であったので、4 月 1 日～5 月 20 日の 1 日ごとの初期値を用

いてサイクロンの予測可能性を調べた。1 本の実験は 8 日積分であり、環境研 SX-8R の 1 ノード

12 時間で走らせることができる。初期データには気象庁(Japan Meteorological Agency; JMA)およ

び National Centers for Environmental Prediction (NCEP)の全球解析データを用いた。境界条件とし

て National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)の 1 週間ごとの海面水温データを時間

内挿して与えた。陸面はバケツモデルによって温度と土壌水分を予報している。再現性の評価は、

図 1  観測とシミュレーションの Nargis の経路。2008 年 5 月 2 日 12UTC の海面気圧（コンター間

隔 5 hPa; シェードは濃いものから 995 hPa 以下、1000 hPa 以下、1005 hPa 以下を示す）と Nargis の
経路(線；点は 1 日ごとの位置)。(a)観測（JCDAS 再解析とベストトラック）。(b)-(f)4 月 25 日 12UTC
を初期値とした NICAM シミュレーション。(b)NCEP 初期値の局所 14 km 格子実験。(c)NCEP 初期

値の局所 7 km 実験。(d)JMA 初期値の全球 14 km 格子実験。(e)JMA 初期値の局所 14 km 格子実験。

(f)JMA 初期値の局所 7 km 実験。 

a b

d 

c

e f
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ハワイ大学のベストトラックデータおよび JMA Climate Data Assimilation System (JCDAS)を利用

した。 
 

3.4 結果 
まず実験設定の違いによって Nargis の発生とその後の経路の再現性がどのように変わるかを確

認するため、4 月 25 日 12UTC を初期値とした 5 本の実験のサイクロンの経路を図 1 に示す。観

測では Nargis はベンガル湾西部に発生し、その後に東進してミャンマーに上陸している（図 1a）。
NCEP 初期値を用いた局所 14 km 格子の実験では（図 1b）、ベンガル湾西部にサイクロンの発生

が再現されたが、このサイクロンは北上したため経路は観測とは異なっている。一方で JMA 初期

値を用いた局所 14 km 格子の実験では（図 1e）、ミャンマーに上陸するサイクロンが再現された

が、その発生位置はベンガル湾東部であるため観測とは異なっている。これらのような初期値依

存性がモデルの格子システムによって変化するかを確かめるため、NCEP 初期値と JMA 初期値を

用いた局所 7 km 格子の実験を行ったところ（図 1c, 1f）、その特徴は局所 14 km 格子の実験と定

性的には変わらなかった。また地球シミュレータによる全球一様 14 km 格子の実験を JMA 初期値

で行なったところ（図 1d）、その結果も局所 14 km 格子の実験と定性的に変わらなかった。以上

をまとめると、いずれの実験においてもベンガル湾上のサイクロン発生は再現されているが、発

生位置や経路は初期データの依存性が大きかった。格子システムに対する依存性はさほど大きく

ないことが確認できたので、計算コストの低い局所 14 km 格子で多くの実験を行なうことにした。 
4 月 25 日以外の期間の初期値を用いた時に実際の Nargis 発生の期間にサイクロンが発生しうる

ことが再現できるかどうかを次に調べた。図 2 の左半分は 4 月 1 日～5 月 20 日までの 1 日ごとの

NCEP 初期値を用いて 8 日積分の実験を 50 本行い、ベンガル湾上にサイクロンが形成されている

図 2  NICAM シミュレーションでのベンガル湾上でのサイクロン発生の再現性（左）と再��デ

ータでのベンガル湾(80oE-100oE)で��した 850 hPa �での西�（��シ�ー�）、および観測さ

れた Nargis の発生時�と��（�� �丸）。左図において 50 本の斜めの線は 4 月 1 日～5 月 20
日の 1 日おきの NCEP データを初期値とした NICAM のシミュレーションを示し、線上の大きな（小

さな）丸はベンガル湾上での 990 hPa(1000 hPa)以下のサイクロンの再現の有無を示す。 
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かどうかを示したものである（斜めの線上の黒丸）。モデルの結果では Nargis が実際に形成した

期間の 4 月 27 日～5 月 3 日（赤い長方形）にサイクロンが発生しやすく（黒丸が多い）、その前

後の期間ではサイクロンが発生しにくい（黒丸が少ない）傾向を再現することに成功した。なぜ

この期間はサイクロンが発生しやすかったのかを理解するため、JCDAS 再解析データの 850 hPa
面東西風の時間緯度分布（80oE-100oE 平均）を図 2 右に示す。サイクロン Nargis が発生した 4 月

末にはベンガル湾上の東西風が東風から西風に変化し、その西風は赤道付近から 4 月中旬ころか

ら北上傾向を示す大きな環境場変化の中で起きていることがわかる。この環境場変化はモンスー

ンの季節進行に季節内振動の影響が加わったものと考えられ、下層の強い渦度と対流圏全層での

弱い鉛直シアというサイクロン発生に都合の良い環境場(Camargo et al., 2007)であったことがわ

かっている。このため 4 月下旬にサイクロンが発生しやすいことをモデルで表現できたと考えら

れる。さらに 2008 年ではなく気候値の海面水温を与えた実験では、2008 年の海面水温の偏差は

Nargis の発生には影響が大きくなかったことも確かめられた。 
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4 まとめ 
全球非静力学モデル NICAM を局所 14 km 格子モデルとして国立環境研究所のスーパーコンピ

ュータで数多く走らせることにより、2008 年にミャンマーに甚大な被害を及ぼしたサイクロン

Nargis の発生の予測可能性を調べることができた。モデルは 4 月末にサイクロンが発生しやすい

ことを再現していた。これは Nargis 発生時期のベンガル湾において、季節進行と季節内変動の影

響に伴いサイクロンの発生に都合の良い環境場であったためであると考えられる。一方で、環境

場の変化だけではサイクロンの発生位置までは十分に再現されず、初期値依存性が大きいことも

確かめられた。今回の結果より、どのようなメカニズムがサイクロンの発生の予測可能性を支配

しているかという知見が得られた。 
 

5 今後の研究�� 
2008 年 4 月～5 月のベンガル湾上では、サイクロン発生に都合の良い環境場が 1 ヶ月よりも短

い時間スケールで変調したため、サイクロンの発生しやすい時期を再現することができた。一方

で、北太平洋西部の台風に関しては、台風発生に都合の良い環境場は春～秋までの数か月間持続

するため、環境場変化だけが台風発生のタイミングを決定する要因になるとは考えにくい。実際、

昨年度の研究成果では熱帯波動のような外的要因が台風の発生を制御していることが示された。

今後は環境場と外的要因との関係に着目し、十分に現象が理解されておらず予報も難しい台風や

サイクロンの発生過程について、事例数を増やしながら重要なプロセスを整理していく予定であ

る。 
 また、引き続き、雲解像モデルの雲の性質の検証・改善のために、衛星データによる検証を推

進する予定である。 
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Abstract: 

Our goal is to understand various meso-scale cloud systems using NICAM, a global non-hydrostatic 
atmospheric model. In particular, we are focusing on the genesis mechanism of tropical cyclones including 
typhoons and Indian Ocean cyclones, which is not sufficiently understood and is difficult to predict. In 
order to examine the relation between numerical predictability of tropical cyclogeneses and environmental 
field, we performed numerical simulations of the genesis of Cyclone Nargis that caused catastrophic 
destruction in Myanmar in 2008. The 50 simulations of 8-day integrations using daily initial fields from 1st 
April to 20th May 2008 showed that the probability of tropical cyclogenesis was high only in late April, 
which was the actual period of Nargis formation. This successful prediction of cyclogenesis period seems 
to be attributed to the modulation of the large scale environment favorable for tropical cyclogenesis in late 
April due to seasonal transition and intra-seasonal oscillation. The model showed that the anomaly of sea 
surface temperature in 2008 was not important in determining the timing of the genesis of Nargis. In 
addition to these numerical simulations of tropical cyclogenesis, we also investigated the statistics of size 
and structure of tropical convection, and evaluated the characteristics of tropical convection using recent 
satellite observation. 
 
Keywords: 
Cloud-system, Tropical convection, Meso-scale meteorology, Tropical cyclone, Typhoon, Global 
non-hydrostatic model 
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研究課題名： 
雲解像モデルを用いた豪雨と�風の数値シミュレーション 
 
課題代表者：名古屋大学地球水循環研究センター 坪木和久 
共同研究者：名古屋大学地球水循環研究センター 篠田太郎・大東忠保・加藤雅也・吉岡真由美 

野村光春・前島康光・上伏仁志・日置智仁 
 
要�： 
本課題では、雲・降水システムとそれに伴う激しい気象現象について、非静力学過程と雲微物

理を表現する数値モデルを用いて現象の解明を目指す。名古屋大学で開発した雲解像モデル

CReSS (Cloud Resolving Storm Simulator)を用い、台風や局地豪雨、豪雪などの高解像度シミュレ

ーションを行い、これらの構造やプロセスおよびメカニズムを明らかにする。 
本年度は雲解像モデル CReSS を用いた高解像度数値シミュレーションにより、(1) 福井豪雨、

(2) 2005 年 1 月 31 日の日本海小低気圧、(3) 台風 0712 号の 3 つの事例について現象を再現し、そ

の構造とメカニズムについて調べた。(1) 福井豪雨については、降水域の形状・分布、集中した豪

雨域の持続などが観測と比較してよく再現された。また、観測ではとらえられなかった水蒸気を

含む大気の立体的な構造と時間変化の様子が捉えられ、福井豪雨の降水の集中と持続したメカニ

ズムが明らかになった。(2) 2005 年 1 月 31 日に日本海で観測された小低気圧については、発生・

発達過程について、高渦度の領域、衛星観測と比べた位相速度ともに整合的な値で再現された。

シミュレーション結果を用いてエネルギー収支を調べたところ、擾乱の主な発達要因は順圧不安

定であることが示唆された。(3) 台風 0712 号については、台風の中心付近の典型的な構造にみら

れる特徴を再現した。この台風の暖気核は、眼の壁雲域で非断熱加熱をしながら対流圏下層から

上昇する空気と、対流圏界面付近から下降する空気で形成されていることが示された。 
今後は、大循環モデルとの結合、海洋モデルとの結合、放射過程の導入などを行い、モデルの

改良を進める。実際に観測された気象現象の解明だけでなく、気候変動を表現するモデルの作り

だした気候場でみられる気象現象のシミュレーションも予定している。 
 
�ー�ー�： 
非静力学モデル、雲解像モデル、雲物理、雲微物理過程、��気象現象、台風、豪雨、小低気圧 
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課題代表者：名古屋大学地球水循環研究センター 坪木和久 
共同研究者：名古屋大学地球水循環研究センター 篠田太郎・大東忠保・加藤雅也・吉岡真由美 

野村光春・前島康光・上伏仁志・日置智仁 
 
 
1. 研究目的 
雲・降水システムとそれに伴う激しい気象現象について、非静力学過程と雲微物理を表現する

数値モデルを用いて現象の解明を目指す。名古屋大学で開発した雲解像モデル CReSS (Cloud 
Resolving Storm Simulator)を用い、近年、災害としても社会的に関心の高くなっている台風や局地

豪雨、豪雪などの high-impact weather system の高解像度シミュレーションを行い、これらの構造

やプロセスおよびメカニズムを明らかにする。 
 
�ー�ード： 
非静力学モデル、雲解像モデル、雲物理、雲微物理過程、��気象現象、台風、豪雨、��気� 
 
2. スー�ー�ン�ュータ利用実� 
 
2.1  計算機利用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 994 hours, 1 ノード: 13,253 hours, 2 ノード: 49,510 hours,  
計: 63,758 hours 

 
2.2  利用�� 
本課題では非静力学過程と雲微物理を表現する数値モデル、名古屋大学で開発した雲解像モデ

ル CReSS を用いた。CReSS の並列実行では、ノード内並列に OpenMP を用い、ノード間並列に

MPI を用いたハイブリッド並列方式を採用し、8CPU1 ノードおよび 8CPU2 ノードでの事例のシミ

ュレーションを行った。計算に用いた事例の初期値は気象庁の客観解析データを利用し、CReSS
用初期データ作成ツールを用いて国立環境研究所 SX-8R システム上で作成した。計算結果の可視

化と解析は Super-SINET を経由して名古屋大学の計算機サーバーに転送して行った。 
 
3. 研究結果 
平成 20 年度実施では、以下の 3 事例について CReSS を用いた現象のシミュレーションを行い、

現象の再現およびメカニズムについて調査した。 
 
3.1 福井豪雨 
3.1.1 �� 
福井豪雨は 2004 年 7 月 18 日未明から昼頃にかけて、福井県嶺北地方を中心に発生した局地豪

雨である。この豪雨は、美山町において最大 1 時間雨量 90 mm を越え、福井市を流れる足羽川の

堤防が決壊するなどの大規模な洪水を発生させた。これまで数値モデルを用いた研究がなされて

いるが、降水の発生時刻、持続時間、降水量などについて十分再現されておらず、降水システム

の発生・発達については未解明な点が多い。本研究では雲解像モデル CReSS を用いてシミュレー

ション実験を行い、福井豪雨の再現を試みた。その結果、福井県沖から愛知県まで伸びる降水域

の形状・分布や、3 時間積算雨量 100 mm を越える降水域が福井市一帯に分布している点が観測と
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比較してよく再現された。さらにその結果を用いて、この豪雨の発生プロセスとメカニズムを調

べた。 
 
3.1.2 実験�定 
本研究では、雲解像モデル CReSS ver.2.3(Tsuboki and Sakakibara, 2002)を用いてシミュレーショ

ンを行った。初期値(2004 年 7 月 17 日 18UTC)と境界値を気象庁領域客観解析データ(データ解像

度 20 km)から与えた水平解像度 2 km の実験を行い、さらにその結果を初期値・境界値として解

像度 1 km(格子数:水平 510×500、鉛直 68)を行った。解析は水平解像度 1 km の結果を用いた。

CReSS-1km の計算領域は、福井県沖を中心とする領域とした。 
 

3.1.3 結果 
(1) 豪雨の再現性 

CReSS のシミュレーション実験結果によると、福井県沖から愛知県まで伸びる降水域の形状・

分布や、3 時間積算雨量 100 mm を越える降水域が福井市一帯に分布している点が観測と比較して

よく再現された(図 1)。また、雨が広域(福井市一帯)に強くなる時間帯や終息する時間帯も観測

とよく対応した(図略)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 降水の発生過程 
降水プロセスの発生過程を述べる。17 日 1830UTC 頃、隠岐南東上層 500 hPa 付近に 338K 以下

の低相当温位が流れ込み、その下層の隠岐南東海上に西南西から高相当温位の空気が流入してい

た(図略)。そこに周囲の空気より速い速度で流入する空気が、周囲との間に速度勾配を作り(図

2)、低層に収束を形成した。そして、その収束によって弱い上昇流が発生した。その後、鉛直方

向の相当温位勾配が急になる 17 日 1920UTC 頃から収束が発達し降水セルを作り始めた。しかし

この段階では、収束帯が停滞せず、周囲の環境風によって東に流された。ここで福井沖へと流さ

れている間、降水帯の前方や後方に降水セルが発生するケースが見られた。 
(3) 豪雨の形成プロセス 
周囲の環境風によって流された収束域が福井に上陸し始め、しばらくして、上空 500 hPa に 330K

程度の低相当温位の空気が流れ込む(図 3)。この低相当温位の流入と福井県沖からの高相当温位

の流入によって対流不安定が強まる。この対流不安定の強化によって、福井に上陸してきた既存

の対流が強まり、対流が強まる事でその下層の収束域が強化されることがわかる。そして収束域

が強まる事で周囲の環境風に流されず停滞することとなる。この収束域の停滞によって福井市周

辺に多くの雨を降らせた。その後、時間と共に対流不安定度が解消され、降水は終息した。 
この収束域は福井県に上陸しており、地形効果等による収束域の停滞も考えられる。そのため、

図1  (a)Radar-AMeDAS、(b)CReSSによる17日2200～18日0100UTC3時間積算雨量。 

(�) (�) 
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地形効果を調べるために地形を平らにした感度実験や、中部地方一帯を海にした感度実験を行っ

た(図略)。結果は、わずかに持続時間が短くなりはするものの、降水分布や降水強度に変化があ

まりみられなく、地形の影響は小さいことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 豪雪をもたらす日本海�の小�気圧 
 
3.2.1 �� 
日本付近で冬型の気圧配置が強まると朝鮮半島の付け根から北陸地方にかけて、帯状収束雲と

呼ばれる幅の広い雲が形成され、これに沿って直径 50 km 程度のメソβスケールの擾乱が発生す

ることがある。メソβスケールの擾乱は組織化された積乱雲で形成されており、北陸地方や山陰

地方に豪雪や突風をもたらす現象としても知られている(e.g. 黒田 1992)。本研究では 2005 年 1

図 2  山陰���(950 hPa)の 17 日 1910UTC における水平風。コンター間隔は 0.5 m/s でシェード

共に風速を表す。風ベクトルを示す矢印は風速 20 m/s で規格化している(右下)。 

図3  ������図2��36.0N, 136.2E�における����の�直��時��図。 
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月 31 日に日本海西部で発生したメソβスケールの擾乱を、雲解像モデル CReSS を用いて擾乱の

発生発達過程のシミュレーションを行った。その結果、高渦度の領域、位相速度ともに衛星画像

で観測されたメソ擾乱と整合的な値が再現された。 
 

3.2.2 ��設定 
本研究では CReSS ver. 3.0(Tsuboki 2007)を用い、雲解像モデルを用いて擾乱の発生発達過程の

シミュレーションを行った。メソβスケールの擾乱発生前である 2005 年 1 月 31 日 09JST に初期

時刻を設定し、24 時間積分を行った。モデル領域は水平 1704 km×1504 km、鉛直 18.3 km をとり、

擾乱を構成する積乱雲を陽に解像するように水平解像度を 1 km に設定した。メソβスケールの擾

乱は下層に発生し、冬季モンスーンに対して暖かい日本海からの影響を強く受ける。このため、

1500 m 以下の下層での鉛直解像度を細かくし、最下層を鉛直 50 m として徐々に 680 m まで増や

すストレッチング方式を用いた。雲物理過程には氷相を含むパラメタリゼーションを用いた。地

形と海面水温(Sea Surface Temperature, SST)には気象庁全球数値予報モデル用データ、初期値・境

界値には気象庁領域モデル(RSM)予報値を用いた。 
 
3.2.3 結果 

CReSS による積分開始から 3 時間後(1 月 31 日 12JST に相当)には可視画像で帯状収束雲が観測

されている領域に対応して活発な積乱雲が形成され、収束帯の北東側に層状の雲が広がる様子が

再現された。1 月 31 日 14JST における衛星可視画像とシミュレーションで得られた降水量を図 4
に示す。5 時間後(14JST)には中心に目の構造を持った直径 60 km の渦が日本海西部の 37.5°N、

135°E付近に現われた。渦の位相速度13 m/sであった。シミュレーションで再現された渦の中心、

位相速度は衛星画像で観測されたメソβスケールの擾乱と整合的であった。 
擾乱の発達要因を調べるためにエネルギー収支を計算したところ、帯状平均場の運動エネルギ

ーから擾乱の運動エネルギーへの変換が卓越していた。したがって、擾乱の主な発達要因は順圧

不安定であると考えられる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.3 発達する台風の構造 
3.3.1 �要 
台風または熱帯低気圧には古くから航空機観測が行なわれており、暖気核や眼の壁雲といった

中心部の構造についてはよく知られている(Hawkins and Rubsam, 1968; Marks and Houze, 1987)。し

かしながら、暖気核の形成や眼の壁雲との関連性については不明瞭な点も多い。Gray and Shea 
(1973)は、暖気核は台風の眼内の下降流による断熱加熱で形成されている仮説を出している。ま

た、眼内の下降流を形成する空気塊は眼の壁雲域から吹き込んできていることも示唆している。

図 4  (a)2005 年 1 月 31 日 14JST の GOES-9 可視画像。(b)�時刻のシミュレーション結果。シェー

ドは高度 1500 m における雲水量(g/kg)、ベクトルは高度 10 m の水平速度(m/s)。 

(�) (�)
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Marks and Houze (1987)は、眼の壁雲域で上昇した空気が上層で吹き出すことを示している。現在

までどのようなプロセスで中心部への吹き込みや、眼内の下降流が形成されるのかについては、

十分には理解されていない。 
そこで本研究では 42 時間で中心気圧が 69 hPa 低下した台風 0712 号を対象に数値実験を行い、

その急速な発達の再現と、台風の中心部の構造を調べた。水平解像度 2 km で発達期の台風の再現

実験を行ない、暖気核を形成する空気の起源、及び中心部の流れとそれに働く力について調査し

た。 
 
3.3.2 実験�� 
本実験では 20°N, 131°E 付近で台風に発達し、その後 42 時間で中心気圧が 69 hPa 低下した台

風 0712 号を対象にした。CReSS ver. 2.3(Tsuboki and Sakakibara, 2002)を用い、水平格子間隔 2 km
で初期時刻 2007 年 9 月 17 日 00UTC から 24 時間積分を行なった。沖縄及び台湾周辺の、117°E
から 132°E, 18°N から 30°N を計算領域とした。初期値と境界値に気象庁領域客観解析データ

を、SST には気象庁 MGDSST(Merged satellite and in situ data Global Daily Sea Surface Temperatures in 
the global ocean)を使用した。雲微物理過程には氷相を含むバルク法を用いた。 
 
 
3.3.3 結果 
計算開始 24 時間後には暖気核は高度 15 km 付近に形成されており、14K 以上の大きな温位偏差

が見られた(図 5)。この暖気核を形成する空気の起源を調べるために、Golding(1984)の方法を用

いて、空気塊のバックトラジェクトリー解析を行なった。図 5 にその結果を示す。バックトラジ

ェクトリー解析の結果から、上層の暖気核に向かう流れには大きく分けて 2 つの流れがあること

が分かった。1 つは下層から吹き込んできた空気が眼の壁雲域で上昇し、対流圏上層で内側へ吹

き込むという流れであり、もう 1 つは成層圏下層の高度約 17 km から下降しながら内側へ吹き込

んでいく流れである。トラジェクトリーの数では下層起原のものの方が上層起源のものよりも多

いことが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5  バックトラジェクトリー解析の結果。黒線は個々のトラジェクトリー、陰影は 24 h における

方位角平均した温位偏差が 14K 以上の領域、四角がバックトラジェクトリーの出発地点、三角が到

達地点を示す。 
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図 6 に下層起源の空気塊の温位・相当温位の時間変化を示す。高度 1 km 以下、半径 150 km 以

内を通過しているときに、相当温位が増大している。この期間、温位はほぼ一定のため、空気塊

に含まれる水蒸気量が増大したことが分かる。これは中心に近付いたことで接線速度が増大し、

海面からの水蒸気供給が活発になったためであると考えられる。眼の壁雲を上昇する際に、相当

温位はほとんど変化していないが、温位が大きく増大している。つまり、眼の壁雲域で非断熱加

熱が起きていることが分かる。高度 10 km 以上では水蒸気がほとんど存在していないため、温位、

相当温位はほぼ同じ値となっている。高度 16 km 付近に達した後、内側へと吹き込みながら高度

14 km まで下降している間は、温位、相当温位はほとんど変化していない。そのため、中心付近

の対流圏上層では断熱昇温が起きていると考えられる。このことから、眼の壁雲域の対流活動に

伴う潜熱によって昇温した空気塊が対流圏上層まで達した後、内側へ吹き込みながら断熱的に下

降することで、暖気核の発達に寄与していると考えられる。 
対流圏下層で吹き込み、眼の壁雲域で上昇する空気が、どのようにして上層で外側へ吹き出す

のか、あるいは暖気核へ吹き込むのかを明らかにするために、フォワードトラジェクトリー解析

を行なった(図 7)。フォワードトラジェクトリー解析の結果から、眼の壁雲域で上昇した空気塊

は外側へ吹き出されるものがほとんどであり、内側の暖気核へと吹き込むものはわずかであるこ

とが分かった。 
対流圏上層で外側へ吹き出す空気塊と暖気核へ吹き込む空気塊にかかる力を調べた(図略)。下

層で吹き込んだ空気塊にかかる力は、眼の壁雲域で上昇する直前で遠心力が気圧傾度力よりも大

きくなるため、動径速度が内向きから外向きへと変化する。このことは上層で吹き出す空気と暖

気核へと吹き込む空気の両方とも共通していた。下層の収束場は、個々の空気塊の動径速度の急

激な変化によって生じ、外向きに傾いた上昇流を形成したと考えられる。外側へ吹き出す空気塊

は、高度 12 km から 16 km 付近で遠心力が気圧傾度力よりも大きくなることで、外向きの動径速

度が大きくなっていた。一方、暖気核へ吹き込む空気塊は、高度 17 km 付近で気圧傾度力が遠心

力よりも大きくなることで、動径速度が内向きとなっていた。 
以上の解析から、眼の壁雲域で収束・上昇した空気は、上層で外側及び内側へと発散していた。

内側へ吹き込んだ空気は台風の中心付近で収束・下降しており、断熱圧縮によって高度 15km 付

近での昇温に寄与していると考えられる。 
 
 
 

 

図 6  (a)下層起源のトラジェクトリー(黒線)の半径�高度断面図。四角は 1 時間毎のトラジェクトリ

ーの位置を示す。(b)下層起源の空気塊の温位・相当温位の時間変化。赤: 温位(K)、黒: 相当温位(K)。
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4. �と� 
雲解像モデルCReSSを用いた数値シミュレーションにより激しい降水を伴うメソスケール気象

現象を再現し、その構造とメカニズムについて調べた。3 つの事例について高解像度でシミュレ

ーションを行うことにより、以下のことが明らかとなった。 
(1) 福井豪雨について、降水域の形状・分布や、3 時間積算雨量 100 mm を越える集中した降水

域が福井市一帯に分布している点が観測と比較してよく再現された。1 km 解像度でシミュレーシ

ョンを行うことにより、観測ではとらえられなかった収束帯の形成・維持、相当温位で見た大気

の立体的な構造と不安定を起こす時間変化の様子が捉えられ、福井豪雨の降水の集中と持続を明

らかにした。 
(2) 2005 年 1 月 31 日に日本海西部で観測された小低気圧について、発生・発達過程のシミュレ

ーションを行った結果、高渦度の領域、衛星観測と比べた位相速度ともに整合的な値が再現され

図 7  ���ー�トラジェクトリー解�の結果。黒線は個々のトラジェクトリー。陰影は 24 h におけ

る方位角平均した温位偏差、四角がバックトラジェクトリーの出発地点、三角が到達地点を示す。 
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た。エネルギー収支を調べたところ、帯状平均場の運動エネルギーから擾乱の運動エネルギーへ

の変換が卓越しており、擾乱の主な発達要因は順圧不安定であることが示唆された。 
(3) 台風 0712 号について、水平格子間隔 2 km の高解像度でシミュレーションを行った。台風

の中心付近の典型的な構造にみられる特徴を再現した。この台風における暖気核が、対流圏下層

で吹き込み眼の壁雲域で非断熱加熱をしながら上昇する空気と、対流圏界面付近から下降する空

気で形成されていることが示された。 
 
5. 今後の研究展� 
今後も台風や豪雨、竜巻といったメソスケール現象の事例について数値シミュレーションを行

い、再現結果を観測と連携をとりながら比較検証し、メソスケール現象の解明を目指す。福井豪

雨、台風 0712 号の眼の構造形成については雲物理を含む高解像度シミュレーションにより初めて

解明された結果である。本年度実施した 3 事例について解析をすすめ、国際学会での報告および

学術雑誌に投稿予定である。 
雲解像モデル CReSS は今後、大規模場に領域モデルを nesting して並行実行が可能な大循環モ

デルとの結合、海洋モデルとの結合、放射過程の導入などを計画している。モデルの改良を行う

ことで、実際に観測された気象現象の解明だけでなく、気候変動を表現するモデルの作りだした

気候場でみられる気象現象のシミュレーションも計画している。 
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士論文, 名古屋大学大学院環境学研究科. 
日置智仁 (2009) 雲解像モデルで再現された発達する台風の構造. 2008 年度修士論文, 名古屋大学大学

院環境学研究科. 
 
6.2 ��発表 
上伏仁志, 坪木和久 (2008) 雲解像モデルによって再現された福井豪雨の形成プロセス. 日本気象学会

2008 年度秋季大会, 同予稿集, B153. 
前島康光, 吉岡真由美, 坪木和久, 榊原篤志 (2008) 冬季日本海に発生するメソβスケール擾乱の形成

過程－2005 年 1 月 31 日の事例の再現実験－. 日本気象学会 2008 年度秋季大会, 同予稿集, B167. 
前島康光, 伊賀啓太 (2008) 前線不安定に伴う大気メソスケール擾乱の非線形発展. 第 9 回地球流体力

学研究集会, 同講究録, 56-63. 
日置智仁, 坪木和久 (2008) 雲解像モデルで再現された発達する台風の中心部の構造. 日本気象学会

2008 年度秋季大会, 同予稿集, P308.  
日置智仁, 坪木和久 (2008) 雲解像モデルで再現された発達する台風の中心部の構造. 平成 20 年度京

都大学防災研究所一般共同利用研究集会「台風災害を防ぐ－気象学・風工学・土木学・災害学の

間に橋を架ける－」. 
 
7. 連�� 
 
坪木和久 
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学地球水循環研究センター 気象学研究室 
Tel: 052-789-3493  Fax: 052-789-3436 
E-mail: tsuboki@rain.hyarc.nagoya-u.ac.jp 
 



雲解像モデルを用いた豪雨と暴風の数値シミュレーション 

- 56 - 

 

Project name: 
Cloud-Resolving Simulation of High-Impact Weather Systems 
 
2008 April – 2009 March 
 
Project leader: 
Kazuhisa TSUBOKI, Hydorospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University 
 
Project members: 
Taro SHINODA, Tadayasu OOHIGASHI, Masaya KATO, Mayumi YOSHIOKA, Mitsuharu NOMURA, 
Yasumitsu MAEJIMA, Hitoshi UEBUSE, Tomohito HIOKI, Hydorospheric Atmospheric Research 
Center, Nagoya University 
 

 
Abstract: 

The aim of this study was to clarify the features and mechanisms of severe weather systems with 
heavy rainfall caused by non-hydorostatic dynamics and microphysical processes. A non-hydrostatic cloud 
resolving numerical model, CReSS (Cloud Resolving Storm Simulator), developed at Nagoya University, 
enables numerical simulations for mesoscale meteorological phenomena, e.g., typhoons, cyclones, 
tornadoes and localized heavy rain/snow. The model outputs in high-resolution simulations provide data for 
understanding the processes and the mechanisms of phenomena that cannot be observed directly. 

Numerical simulations of three cases were performed for analysis: (1) Heavy rainfall localized in 
Fukui, (2) Mesoscale cyclone over the Japan Sea on January 31, 2005 and (3) Typhoon T0712. The results 
are as follows. (1) The simulated heavy rainfall in Fukui distributed in a quite similar way to the 
observations, and the time-varying concentrated rainfall area almost corresponded to the observations. The 
numerical result showed the physical processes and moist flow variations in the atmosphere that led to the 
torrential rainfall in Fukui. (2) The mesoscale cyclone observed on January 31, 2005 was well reproduced 
by the simulation with regard to the distribution of vorticity concentration and wave phase velocity, and 
was quite similar to the satellite image. The dynamical energy analysis suggested that barotropic instability 
greatly contributed to producing the mesoscale cyclone. (3) In the numerical simulation of T0712, the 
typical structures of the inner region of typhoons were successfully simulated. We found that the air masses 
in the warm core resolted from airflow ascending in the eye-wall with diabatic heating and air descending 
from the tropopause. 

Our mesoscale numerical simulation team at Nagoya University is clarifying mesoscale phenomena, 
including cases related to climate change, as well as developing new schemes, improving model codes and 
conducting coupling with other models. 

 
Keywords: 
Non-hydrostatic model, Cloud-resolving model, Cloud physics, Cloud microphysical process, Severe 
weather systems, Typhoon, Heavy rain, Mesoscale cyclone 
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研究課題�： 
流域環境��に関する国�共同研究 
 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 村上正吾 
共同研究者：国立環境研究所水土壌圏環境研究領域 林 誠二・中嶋恵子 

国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 東 博紀 
 

要�： 

伊勢湾は毎年のように赤潮・貧酸素水塊が発生している我が国の代表的な閉鎖性海域である。

総量規制など環境保全に向けた取り組みが行われているものの、ここ 30 年間の湾内平均水質はほ

ぼ一定であり、改善の傾向は見られない。この原因には陸域負荷量の変動、干潟・浅海域の消失、

底質の変化など多数考えられるが、本研究では、湾内流動およびその支配要因である気象条件の

経年変化に着目し、数値シミュレーションを通して両者の関係を検討した。 

1981～2004 年における広域総合水質調査の底層 COD（Chemical Oxygen Demand）データを解析

したところ、伊勢湾では愛知県側で増加、三重県側で減少トレンドとなる空間分布が見られた。

また、同期間の気象データを調べたところ、気温は 24 年間で約 1.4℃の昇温傾向、伊吹おろしと

呼ばれる冬季の北西風が弱まっている傾向が明らかになった。一級河川の流量には特に有意なト

レンドは見出せなかった。 

この気象の経年変化が湾内流動・底層水質に及ぼす影響を流動・水質・生態系モデルを用いて

検討した。2003 年の再現計算結果と気温、風のみ 1988 年の時系列データに変えて得られた結果

を比較したところ、(1)気温の上昇傾向は流動・水質にほとんど影響を及ぼさないが、伊吹おろし

の弱風化は南北方向のエスチュアリー循環を減速・時計回りの循環流を加速させること、(2)底層

COD のトレンドの空間分布は風の経年変化が重要な要因である可能性が高いこと、(3)愛知県側

の増加傾向はエスチュアリー循環の減速による海水交換速度の低下、三重県側の減少傾向は時計

回り循環流の加速による湾奥からの栄養塩輸送量の減少・内部生産量の減少が原因であること、

などが明らかになった。 

 

�ー�ード： 

湾内流動・水質・生態系モデル、気�変動、水質トレンド、��環境、伊勢湾 
 

 



流域環境管理に関する国際共同研究 

 

- 58 - 

 

研究課題�： 
流域環境管理に関する国際共同研究 
 
実施年度： 
平成 19 年度～23 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 村上正吾 
共同研究者：国立環境研究所水土壌圏環境研究領域 林 誠二・中嶋恵子 

国立環境研究所アジア自然共生研究グループ 東 博紀 
 
1. 研究目的 
アジア自然共生研究プログラムでは、陸域～沿岸域～海洋を含む領域で定義される広義の流域

圏における様々な生態系機能及び水・物質循環機構の解明と、流域の土地改変、社会経済活動変

化に伴う負荷発生構造の変化、沿岸域の貧酸素水塊の形成等、海洋生態系変化に伴う生物生産へ

の影響等を定量的に評価することを目的としている。そのための基礎的評価ツールとして、国立

環境研究所スーパーコンピュータを用いて数理モデルの開発を行う。 
 
�ー�ード： 
湾内流動・水質・生態系モデル、気候変動、水質トレンド、沿岸環境、伊勢湾 
 
2. スーパーコンピュータ�用実� 
 
2.1  計�機�用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 0 hour, 1 ノード: 6,281 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 6,281 hours 
 

2.2  �用�要 
本研究では、湾内流動・水質・生態系モデル(準 3 次元座標系 FEM（Finite Element Method）モ

デル)を用いて伊勢湾における水質の長期変動傾向と気候変動の関係を究明した。 
 
3. 研究�� 
 
3.1 �要 

本研究では伊勢湾に見られる湾内水質のトレンドとその周辺域の気候変動の関係を数値シミュ

レーションを用いて検討した。冬季の北西風の弱風化によって底層 TOC（Total Organic Carbon）
は湾西側では減少、湾東側では増加することが明らかになり、広域総合水質調査データの COD の

長期変動傾向と一致した。風向・風速の経年変化が底層 COD トレンドの重要な要因の一つになっ

ている可能性が高いことが明らかになった。 
 
3.2 ��と目的 
閉鎖性海域における健全な水環境・生態系を中長期的に保全・形成するためには、過去に生じ

た水・生態系環境の変化要因を明らかにするとともに、流域の都市化や気候変動など将来起こり

うる外的変化が水質・生態系に及ぼす影響を的確に予測し、有効な環境改善施策・事業を実施す

る必要がある。伊勢湾は、高度経済成長期における急速な臨海部の開発や流域の都市化によって

著しく汚濁負荷流出量が増加・湾内水質が悪化した、東京湾、大阪湾と並ぶ我が国の代表的な閉

鎖性海域である。水質汚濁防止法等に基づく排水規制や下水処理施設の整備などによって流域の

発生負荷量は減少したが、湾全域平均の化学的酸素要求量(COD)、全窒素(TN)および全リン(TP)
は表層・底層ともに 1978 年以降ほとんど改善されておらず、依然として毎年のように赤潮・貧酸

素水塊が発生している(中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会, 2008)。近年では三重県側
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におけるアサリ・ハマグリの漁獲量の激減や三河湾におけるノリの色落ちなど水産業への被害が

多数報告されており、生態系の劣化が深刻な問題となっている(愛知県水産試験場, 2005)。 
伊勢湾に関する研究はこれまでに多数行われており、流動構造については湾央部上層に見られ

る時計回り・反時計回りの水平循環流や南北方向におけるエスチュアリー鉛直循環の季節変動特

性が明らかにされている(Fujiwara et al., 1997; Fujiwara et al., 2002)。川崎ら(2006)は三重県科学技

術振興センターによる浅海定線調査の結果をもとに 1972 年～2005 年の平均的な密度・水質構造

の季節変動特性を検討し、表層における COD とクロロフィル a は夏季に増加、冬季に減少する傾

向にあり、河川水が流入する湾奥部ほど濃度が高いことを示した。大島ら(2005)は貧酸素水塊の

挙動とその環境要因の関係を約 10 年間の現地観測データをもとに解析し、貧酸素水塊の規模と水

温・河川流量の相関が高いことを明らかにした。また近年では、地球温暖化やエルニーニョ現象

など広域スケールの気候変動が地域の環境に及ぼす影響についての研究が活発に進められ、黒潮

の蛇行や外洋 COD 上昇などの外的要因の変化と湾内流動・水質・生態系の関連性が指摘されてい

る(久野・藤田, 2003)。数値モデルを用いた湾内水質の研究も進められている(例えば、鵜飼ら，

2006)が、水質の経年変化について言及した研究は少なく、1980 年代以降の水質が改善されない

要因については解明されていないといっても過言ではない。 
1981～2004 年の広域総合水質調査(環境省)のデータを解析すると底層 COD は、湾全域平均で

は上述のように経年変化はないものの、測点別では三重県側で減少、愛知県側で増加の有意なト

レンドがあることが分かる(図 1)。また、図同期間の湾内流動を支配する気象・河川流量を見る

と、一級河川の流量は有意なトレンドが見出せないが、気温は 24 年間で約 1.4℃の昇温傾向、風

は伊吹おろしと呼ばれる冬季の北西風が弱まっている傾向にあることが分かる(図 2)。これまで

湾内の水環境劣化要因として、陸域負荷量の増加、干潟・浅海域の消失、底質の悪化、外洋の影

響が挙げられてきたが、上記に挙げた気候変動と湾内水質の関係については言及されていない。 
本研究では、1981～2004 年における伊勢湾周辺域の気候の長期変動傾向が湾内の流動場・水質

に及ぼす影響を数値シミュレーションで明らかにする。 

 

 

 

 
 
 

図 1 底層 COD のトレンド(1981～2004)。 
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図 2 �象・河�流�の�動(1981～2004)。 
 
 
 
3.3 流動・水質・生態系モデル 
 
3.3.1 モデルの�要 

本研究で用いる湾内流動モデルは、座標系準 3 次元 FEM モデルである。基礎方程式には

Boussinesq 近似・静水圧近似の連続式・運動方程式、熱・塩分輸送方程式を用い、海水密度の算

定には UNESCO (1981)の状態方程式、海面フラックスの算定には Kondo(1975)を採用した。本モ

デルでは、移流項の解析には CIP 法(Yabe and Aoki, 1991; 棚橋, 2006)、水平混合、鉛直混合の解

析にはそれぞれ Smagorinsky (1963)、Mellor (2001)を用いた。 
水質・生態系モデルの解析対象物質は C、N、P、Si および DO（Dissolved Oxygen）であり、こ

れらの湾内での輸送については塩分や熱と同様に移流拡散方程式を用いて計算した。各物質の内

部生成・消滅項は図 3 に示した構造でモデル化されており、算定式は海域の低次生態系予測モデ

ル NEMURO（North Pacific Ecosystem Model for Understanding Regional Oceanography, PICES, 
2000)や藤田ら(2001)など一般によく適用されているものを採用した。伊勢湾・三河湾の赤潮発生

状況を調べると、夏季に限らず冬季にも長期間かつ大規模な赤潮が発生している。赤潮優占種は

主として珪藻類であり、夏季には Skeletonema costatum、冬季には Eucampia zodiacus が多く発生す

る傾向にある(愛知県水産試験場, 2005)。本モデルでは植物プランクトンとして栄養塩に珪素が必

要な珪藻類とそれを必要としない非珪藻類を考慮し、さらに珪藻類は夏季と冬季に増殖しやすい

特性を有するものに大別した。モデル定数は、極力既存の現地観測や培養実験等のデータをもと

に値を与えたが、情報が得られなかったもの(沈降速度など)に関しては他の海域のシミュレーシ

ョンで用いられた値を参考にして決定した。 
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図 3 水質・生態系�デ�の構造。 

 

3.3.2 境界条件 
計算領域は伊勢・三河湾全域とし、水平方向は重構造の四角形要素を用いて分割し、鉛直方向

は 20 層とした。水深データは日本海洋データセンターのデータに基づいて与えた。境界条件とし

て海岸・海底には slip 条件を与え、湾口には水位は鳥羽の観測潮位(気象庁提供)を、水温・塩分

濃度は日本海洋データセンターの月別統計値を与えた。水質・生態系項目の物質濃度については、

三重県科学技術振興センターの浅海定線調査をもとに月ごとに与えた。 
河川から流入する水・物質量については一級河川(宮川、雲出川、櫛田川、鈴鹿川、揖斐川、長

良川、木曽川、庄内川、矢作川、豊川)を経由して流入するものと、その他の流域からの流入する

ものに分けて考慮した。一級河川からの淡水流入量 Qは流量年表(国土交通省河川局)に記載され

ている最下流の観測地点の日平均流量に(全流域面積)/(観測地点より上流の流域面積)を乗じた

値とし、河口に最も近い計算節点の表層に流入させた。流入水の塩分濃度は 0.01 (psu)とし、水温

は水質年表(国土交通省河川局提供)の観測値より作成した気温と水温の線形回帰式を用いて推定

した。物質負荷量は、水質年表に記載されている河口もしくは合流点にもっとも近い観測地点の

物質濃度 Cに河川流量 Qを乗じて算出した。なお、物質濃度 Cは水質年表の 2000～2001 年の観

測値を観測日の河川流量で重み付け平均して得られた値とした。一級河川以外の流域からの負荷

量については、十分な情報が入手できなかったため、ここでは流域内における下水処理施設の処

理水量および負荷量の総量とし、下水道統計(日本下水道協会)を用いて算定した。 
海面の境界条件として風速については、まず名古屋、津、四日市、伊良湖の気象台・測候所の

風速の観測値を対数則で高さ 100 m の値とし、各格子点における高さ 100 m の風速を 4 観測地点

からの距離の逆自乗値を重みとして補間した後、それを対数則で海面から高さ 10 m の値に変換し

たものを与えた。気温、湿度、降水量についても同様に 4 地点の観測値を計算節点と各観測地点

の距離の逆自乗値で重み付け平均したものを与えた。 
 

3.3.3 シミュレーション条件 
気温の昇温傾向、冬季北西風の弱風化傾向が湾内の流動・水質に及ぼす影響を評価するために

次の条件で数値シミュレーションを行った。2003 年の気象・河川・外洋条件を与えて得られた計

算結果(2003 年の再現計算結果)を基準とし、気温と風のみ他年の時系列データを与えて行ったシ

ミュレーション結果と比較・検討した。用いた気温と風の時系列データは 1988、1990、1993、1998
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年であり、他の気象・河川・外洋等の条件は 2003 年のデータであるため物理的な整合性が損なわ

れるが、これによって気温・風の変化による影響が検討できると考えられる。 
 
3.4 結果 

数値シミュレーションの結果、気温の変化については月スケールの流動及び水質に差が見られ

なかった。ここでは、2003 年の再現計算結果と風向・風速条件のみ 1988 年のデータに変えて行

ったシミュレーション結果(以降、それぞれ W03, W88)について比較・検討する。1988 年と 2003
年は 2～5 月の北西風の強さに顕著な違いが見られ、2003 年より 1988 年の方が卓越している。 

鉛直方向 20 層を海面から海底まで 4 層ごとに表、上、中、下、底層とし、計算結果をそれぞれ

の層で平均したもので以降の考察を進める。図 4 に広域総合水質調査が行われる 1、5、7、10 月

の末日における W03 と W88 の底層 TOC の偏差(W03-W88)を示す。同図は暖色が W88 より W03
の方が TOC が高く、寒色がその逆であることを示している。伊勢湾に着目すると、計算開始後 1
ヶ月(1 月末)には三重県側で W88 よりも W03 の TOC が低く、湾奥部及び愛知県側で高くなる傾

向が現れ始め、5 月末にはその傾向がより顕著になっている。7 月末では、愛知県側の TOC 偏差

が小さくなり、W88 と W03 の結果に大きな差は見られなくなっているが、三重県側では依然とし

て W88 より W03 の TOC が小さい状態が続いている。10 月末は湾奥部で W03 より W88 の TOC
が高いところが見られるが、大部分の領域で TOC の偏差はなくなっている。 
図 1の底層CODのトレンドと図 4を比較すると、両者の傾向はよく一致していることが分かる。

底層 TOC の計算値は概ね 1～3mg/L で季節変動しているが、年平均 TOC に対する偏差量(W03－
W88)の割合は数十％にも及び、観測値の底層 COD の変動量と同程度である。陸域からの水・物

質流入量、日射量、潮汐など風以外の外部条件の変化による影響については現在のところ明らか

ではないが、少なくとも伊勢湾に見られる底層 COD のトレンドには風向・風速の経年変化が重要

な要因の一つになっていることが分かる。 
5 月末に W88 と W03 の底層 TOC の差が最も顕著に現れる要因について検討する。図 5、6 に 5

月末の上・底層における TOC と塩分濃度をそれぞれ示す。また、図 7 に上・底層における W88
の 2～5 月の平均流速、および W03 と W88 の偏差(W03-W88、W88 の平均流速と同方向であれば

W03 では加速、逆方向であれば減速)を示す。なお、図 7 中にも示してあるように、(b)(d)の偏

差ベクトルは(a)(c)の平均流速と比べてベクトルの長さを 5 倍にしてある。図示していないが、

表層では W88、W03 ともに木曽三川及び庄内川から流入した河川水が知多半島に沿って南下する

流れとなっている。図 7(c)を見ると、底層ではエスチュアリー循環によって外洋水が愛知県の知

多半島に沿って北上する湾口から湾奥に向かう流れが見られるが、(d)の偏差ベクトルはその逆向

きであり、W03 は W88 と比べてその北上流が弱まっていることが分かる。図 6(c)と(d)の塩分濃

度の違いからも塩分濃度が高い外洋水が W03 よりも W88 の方が伊勢湾に多く浸入していること

が裏付けられる。これは W88 では W03 よりも北西風が強いため、表層の南下流及びエスチュア

リー循環が速くなったことが原因と考えられる。W88 では W03 よりも愛知県側の底層に TOC が

低い外洋水が多く流入するため、図 5 のように W03 の底層 TOC が W88 より高くなるといえる。 
図 5(a)(b)を見ると、湾奥部上層では W03 の TOC が W88 よりも高く、W03 の三重県側で見ら

れる南北方向の大きな濃度勾配が W88 では現れていないことが分かる。図 6(a)と(b)を比較する

と、W03 の湾奥部上層の塩分濃度は W88 よりかなり低く、W03 では W08 よりも陸域から流入し

た淡水が湾奥部に留まりやすいことが明らかになる。この原因を図 7(a)(b)より考察すると、W03
では W88 よりも北西風が弱いため湾奥から湾口に向かう表層の南下流が比較的小さくなること、

加えて鉛直混合が弱くなって成層化し、風の影響が下層に伝わりにくくなるため、上層の津から

四日市に向かう北上流が強くなることが考えられる。北西風が弱くなるに伴って湾奥部表・上層

の栄養塩濃度が高い水が三重県側に輸送されにくくなり、そこでの内部生産量および有機物沈降

量が小さくなるため、三重県側における W03 の底層 TOC が W88 よりも低くなるといえる。 
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図 6 5 ��の�・底�に��る����。   図 7 W03 と W88 の 2～5 �平���の�。 
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4. �とめ 
本研究では、1981～2004 年における伊勢湾の気温・風速の経年変化が湾内の流動・水質に及ぼ

す影響を数値モデルを用いて検討した。風向・風速条件のみを変化させて 3 次元流動・水質・生

態系シミュレーションを行ったところ、2003 年の風向・風速を与えたときの底層 TOC は 2～5 月

の北西風がより卓越する 1988 年の結果よりも三重県側で低く、愛知県側で高くなる傾向が見られ

た。この傾向は観測値の底層 COD の長期変動傾向と一致しており、風向・風速の経年変化が底層

COD トレンドの重要な要因の一つになっていると考えられる。 
 

5. 今後の研究�� 
本研究では風の経年変化が湾内流動・水質に及ぼす影響を数値解析により明らかにしたが、陸

域からの水・物質流入量、日射量、潮汐など風以外の外部条件の変化による影響については十分

な検討が行われていない。それを明らかにするためには各条件の変化による流動・水質の応答を

長期シミュレーションで検討する必要があり、今後は並列化により計算時間の短縮を目指す予定

である。 
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Abstract: 

Many semi-enclosed bay areas of the world have had serious eutrophication problems of water 
pollution, algal blooms, and low oxygen in bottom waters for the past half century. Moreover, there has 
been a growing concern that changes in the climate may rapidly and extensively alter water environments 
and ecosystems. It is important for the management of sustainable marine ecosystem to clarify the 
relationship between historical coastal environment changes and climate conditions. This paper describes 
potential impacts of changes in the climate on the hydrodynamics and water quality in semi-enclosed bay 
area; Ise Bay, Japan, using observed data for the period between 1981-2004 and numerical simulations. 
First we investigated long-term changes in the marine water quality and climate conditions such as air 
temperature, wind pattern, precipitation, and river runoff discharge around the bay based on statistical trend 
analysis. The results indicated that air-temperature and the northwesterly strong-wind events had increasing 
and decreasing trends, respectively, and that precipitation and river runoff had non-significant trends. The 
trend in the chemical oxygen demand in the bay was characterized by feature-spatial distribution; with 
decreasing trend in the western and increasing trend in the eastern bay. To clarify the relationship between 
changes in the climate and water quality trend, and to evaluate potential responses of the coastal water 
quality to changes in each climate component, numerical quasi-3D simulations were carried out. The 
hydrodynamic-simulation results indicated remarkable changes in the monthly mean current in February 
caused by wind pattern changes, but the effect of the air-temperature changes on the hydrodynamic flow in 
the bay was negligible. The hydrodynamic trend in Ise Bay was characterized by the longitudinal estuary 
circulation becoming slower, and the part of clockwise circulation becoming faster due to the weak trend in 
the northwesterly wind velocity. The hydrodynamic and ecosystem simulation results suggested that those 
hydrodynamic changes were the cause of the above-mentioned water quality trends. The increasing trend of 
the chemical oxygen demand in the eastern bay was produced by the decrease in inflow from the open sea, 
and the decreasing trend in the western bay was the result of shortages in nutrient supply from the bay head 
due to the relatively strong trend in the northward flow which is part of the clockwise circulation. It is 
possible that the water quality trend was caused only by wind pattern changes.  
 
Keywords:  
Hydrodynamic and ecosystem model, Climate change, Water quality trend, Coastal environment, Ise Bay 
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研究課題�： 
湿潤惑星大気用数値モデル群の開発およ���的実験 
 
課題代表者：神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 

共同研究者：九州大学大学院理学研究院 中島健介 

北海道大学大学院理学研究院 石渡正樹・小高正嗣・森川靖大 

神戸大学大学院理学研究科 高橋芳幸 

 

��： 

本研究の目的は、惑星大気を含む多様な湿潤大気の考察を可能にする階層的数値モデル群を開

発し、湿潤大気の循環構造に関する地球流体力学的な理解を深めることにある。全球モデルと対

流モデルを中心に様々な概念階層にあるモデルをソフトウェア的に共通した枠組みで用意するこ

とにより、モデル間の相互比較実験による解の考察を容易にし、観測の困難なパラメータ領域で

の計算の正当性を担保し、計算可能パラメータの拡張を目指す。 

 本年度は、データ出力などモデル群が共通して使用するモジュール群を gtool5 ライブラリとし

てまとめ、同時に、全球モデルと対流モデルの書式の統一化を進めた。全球モデルに関しては、

暴走温室状態から暴走凝結状態までのパラメータ空間を覆う計算の一環として、自転周期が 1 日

の同期回転惑星の数値計算を実施した。準圧縮非静力学モデルにおいては主成分凝結過程の導入

を進めた。主成分の凝結に伴い大きな計算ノイズが発生することが発見され、これを抑制するた

めの方策と試行に集中した。結果として、本年度の実装実験は主成分凝結サーマルの上昇実験に

留まったが、モデルは改善され長時間計算は可能となった。 

 

�ー�ー�： 
階層モデル群、大気大循環モデル、非静力学モデル、湿潤惑星大気 
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研究課題�： 
湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験 
 
実施年度： 
平成 20 年度～平成 20 年度 
 
課題代表者：神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 
共同研究者：九州大学大学院理学研究院  中島健介 

            北海道大学大学院理学研究院  石渡正樹・小高正嗣・森川靖大 

      神戸大学大学院理学研究科 高橋芳幸 

 
1. 研究目的 
本研究の目的は、惑星大気を含む多様な湿潤大気の考察に適した数値モデル群の整備とそれら

のモデル群を用いた基礎的数値実験の実行である。全球モデルと対流モデルを中心に据え、軸対

称 2 次元モデルや鉛直 1 次元モデルなどを加えた様々な階層の数値モデルを同じソフトウェア的

な枠組みの上に開発し一連のモデル群として整備することにより、パラメータ研究の実行を容易

にし、湿潤大気循環の構造的な理解を促進しようというものである。地球大気を中心に様々な仮

想的設定の下で数値計算によって得られる大気循環から、湿潤大気に共通する普遍的な構造を見

出し、それを下に地球大気の特殊性普遍性を位置づけていくことを目指す。 
 
�ー�ード： 
階層モデル群、大気大循環モデル、非静力学モデル、湿潤惑星大気 
 
2. �ーパー����ータ�用実� 
 
2.1  計算��用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 346 hours, 1 ノード: 0 hour, 2 ノード: 0 hour, 計: 346 hours 
 

2.2  �用�要 
本研究では、プリミティブ方程式に基づく大気大循環モデルである地球型惑星大気大循環モデ

ル DCPAM ならびに非静力学対流モデル deepconv を使用しての湿潤大気構造に関する数値計算を

行った。両モデルを用いた基礎的パラメータ実験を開始する予定であったが、deepconv に主成分

凝結過程を導入した際に、凝結が起こり始めると無視できない計算ノイズが発生することが判明

した。計算ノイズを抑制する方策の検討と試行を重ねることに予想以上の時間を費やしたため、

本年度の CPU 使用は試行計算レベルに留まり、結果として当初予定に比べ圧倒的に少ないものに

なった。CPU 使用時間が減ってしまった原因には、さらに、モデル群共通の入出力ライブラリの

改良と実装にも時間を費やし、DCPAM を用いた計算もあまり本格的には行えなかったことが挙

げられる。これらの問題には一応の解決が得られたので、今後は本格的な基礎計算に入れるもの

と考えている。 

 
3. 研究結果 
 
3.1 ��と目的 
本研究では、地球を含む惑星大気一般を念頭においた多様な湿潤大気の循環構造を数値実験で

探求することを可能とするモデル群を開発し、様々な設定の下での基礎的な数値計算を実現する

ことを目的としている。現有大気モデルが想定する現在の地球大気を中心に、太陽系諸惑星の現

状のみならず気候変動理解の課題として重要視されている過去の火星環境や、あるいはまた、近

年発見の相次ぐ系外惑星などをも含む広範な状況を想定し、大気モデルを拡張拡充し、そこで実



CGER-I090-2009, CGER/NIES 

- 69 - 

 

現しているであろう湿潤大気を計算機上に表現することを目指す。数値計算によって得られる大

気構造の多様性とそこでの力学を考察することにより、大気構造を決定する素過程に関する知見

を深めるのみならず、多様な大気構造の相互比較を介して地球の湿潤大気の特性をパラメータ空

間上に位置づけようとするものである。 

湿潤大気では、雲対流や雲微物理過程など大規模場では表現できない、相変化を伴う乱流をど

う扱えばよいのかが自明ではない。一方、大規模循環構造はそれら湿潤過程と大規模運動場や他

の物理過程との相互作用によって決定されている。地球用の大気循環モデルを用いて地球の大気

構造を再現する場合には、観測結果を用いて湿潤過程のパラメータリゼーションスキームのチュ

ーニングを施すということが通常行なわれている。これに対して、観測の不可能な湿潤大気一般

を扱うために、階層の異なる複数のモデルによる相互検証により計算の確からしさをある程度担

保しようとするのがここでのアプローチである。逆に、地球とは異なる条件下にある惑星大気を

湿潤大気構造の考察のための実験場として加えることにより、物理素過程に対する理解を深める

ことを期待する。 

以上の背景のもとに本研究では、昨年度までに行なわれてきた「大気大循環モデルに見られる

赤道域降水活動の表現の多様性に関する研究」(代表:林祥介)および「積雲と大規模運動の相互作

用の直接数値計算」(代表:中島健介)の 2 研究課題を統合し、それぞれにおいて開発してきた全球

モデル DCPAM と非静力学対流モデル deepconv の再整備、及び両者を併用した数値実験を行なう。

惑星全体の熱構造とそれに整合的な環構造を検討するために全球モデルを使用する。全球モデル

では表現できない雲対流構造の検討には高分解鉛直雲対流モデルを使用し、全球モデルに組み込

むべき雲対流過程の設計指針を与えるのに用いる。多様な数値実験に向けたモデルの再整備とし

て、設定の変更や物理過程の交換を容易に実現する共通プログラム構造を設計、どちらのモデル

にも使うことのできる物理過程の設計などを行い、これらを実装する。更に同様の枠組みを用い

て軸対称 2 次元モデルや鉛直 1 次元放射対流モデルなどの様々な階層のモデルも順次用意してい

く。これらの階層的モデル群を用いた基礎的数値実験を並行して行ない、広いパラメータ範囲に

おける湿潤惑星大気における循環構造の模索、乱流構造や大規模循環構造についての理解の獲得

を目指す。 
平成 20 年度の数値モデル群の整備として、DCPAM と deepconv においてモジュールインターフ

ェース、プログラム構造、ソースコードの書式の統一化を重点的に進める。そのために、データ

入出力、デバッグ用トラッキングルーチン、時刻変数を操作する関数などモデル群に共通して使

用されるモジュールを 1 つのライブラリにまとめた形で整備を行う。これに加えて、多様な湿潤

大気（特に過去の火星気候を想定した大気）の数値計算を可能とするために deepconv に大気主成

分の凝結過程モジュールを導入する。上記数値モデル群の実装実験として、地球とは異なる状況

における湿潤大気の数値実験を開始する。実装実験においては、我々がこれまで研究してきた暴

走温室状態(Ishiwatari et al., 2002)について、様々な設定のもとにおける発生条件の考察につなげ

るべく実験設定を設計する。DCPAM では、永続的に昼半球と夜半球が存在する同期回転惑星の

設定で数値実験を行う。deepconv では、導入した凝結モジュールを用いた主成分凝結対流実験を

行う。暴走温室状態に近い状態では水蒸気が大気主成分の 1 つになるので主成分が凝結する大気

の対流構造に関する知見は全球的な大気構造を考察するための基礎となる。 
 
3.2 数値モデル群 
静水圧全球モデルと非静力学対流モデルをできるだけ統一したソフトウェア構造と書式をもっ

た形で実現提供するべく開発・整備する。 

全球モデルとして開発を進めているのは地球型惑星大気大循環モデル DCPAM(森川ら, 2008b)
である。DCPAM の基礎方程式は気象学・気候学で従来標準的に用いられてきた 3 次元球殻にお

けるプリミティブ方程式である。力学部分は水平方向には擬スペクトル法を用いて計算し、鉛直

座標として地表面気圧で規格化したσ座標を用い、鉛直方向には有限差分法を用いて差分化する。

時間積分は重力波に関係する項については準陰解法（セミインプリシット法）、地表面に関しては

陰解法、それ以外はリープフロッグスキームを用いて行う。現在は、ごく簡単な物理過程(対流調

節、放射バンドモデル、Yamada-Mellor レベル 2 の鉛直拡散)のみが実装されている。今後、順次
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追加予定である。 

非静力学対流モデルとして開発を進めている deepconv (杉山ら, 2008)の基礎方程式は、圧力方

程式に大気主成分の凝結を考慮した準圧縮方程式である(その定式化については Nakajima et al., 
2006 で検討した)。deepconv の空間方向の離散化は圧力方程式中の鉛直微分に対しては 2 次精度

中心差分、その他の項に対しては 4 次精度中心差分を用いて行う。時間積分は、音波と凝結に関

連する速いモードとそれ以外の遅いモードとに分けて計算するモード別時間分割法(Klemp and 
Wilhelmson, 1978)を用いて行う。 

本年度は deepconv に主成分の凝結過程を実装した。まずは、圧力が飽和蒸気圧を越えると大気

の凝結が生じると仮定してみた。大気の凝結率の評価には Tobie et al. (2003)の式を用いた。しか

し、この方法では、過飽和状態を許容した場合において凝結領域が連鎖的に隣接する格子点に広

がっていく非物理的な計算ノイズが発生することが判明した。そこで次に、単純に圧力が飽和蒸

気圧を越えると凝結が生じるとするのではなく、雲が存在している過飽和領域で更に凝結が進行

するためには雲密度が人工的に設定した閾値以上になっていなければならないという条件を科す

ことにした。閾値として用いた値は 10-4であり、これより小さい雲密度の値はすべて 0 とみなす

ことに相当する。これにより、過飽和度を許容する場合でも計算ノイズの発生を抑制して凝結過

程の計算をおこなうことができるようになった。 

また、本年度は DCPAM と deepconv において共通に使用されるデータ入出力モジュール、デバ

ッグ用トラッキングモジュール、時間操作モジュールなどを 1 つのライブラリとしてまとめた階

層的数値モデル群のための Fortran 90/95 ライブラリ、gtool5 (森川ら, 2008a)、の整備を進めた。

DCPAM と deepconv ではともに、gtool5 および dcmodel プログラミングガイドライン (地球流体

電脳倶楽部 dcmodel プロジェクト, 2007)を使用してコーディングを行うことにより、モジュール

インターフェース、プログラム構造、ソースコードの書式の統一化を行った。 

 

3.3  DCPAM の実装実験�同期回転惑星を想定した数値実験 

 

3.3.1 �的 
地球とは異なる状況における湿潤大気に関する考察に向けた DCPAM の実装実験として、同期

回転惑星に関する数値計算をおこなう。同期回転惑星とは自転周期と公転周期が等しい惑星であ

り、系外惑星系に大気をもつ惑星としてその存在が想像されている。その半球は常に中心星から

の入射放射を受けとり、反対半球には放射が入射しない。同期回転惑星においては、昼・夜半球

間の東西熱輸送が卓越すると考えられ、このことが暴走温室状態の発生条件に大きく影響する可

能性がある。同期回転惑星の GCM(General Circulation Model) 計算は、既に Joshi et al. (1997)に
よってなされている。しかし、彼らは二酸化炭素を主成分とする乾燥大気のみを扱っており、水

蒸気が入った湿潤大気を考慮してはいない。平成 20 年度は、水蒸気を考慮した場合について湿潤

同期回転惑星の大気構造に関する基礎的な数値実験を行うことにした。 
 

3.3.2 計算設定 
大気成分として、水蒸気を想定した仮想的な凝結性成分と乾燥空気を想定した非凝結性成分の

みを考える。比凝結性成分の気体量は全球平均表面気圧にして 1 気圧とする。水蒸気だけが長波

放射を吸収、射出し、その吸収係数は波長によらない定数であるとする。乾燥空気は放射に対し

て透明であるとする。入射太陽放射は、東半球(経度 0 度から 180 度までの領域)だけに与える。

入射放射は全て地表面まで到達すると仮定し、地表面アルベドは 0 とする。地表面の比熱は 0 と

仮定する。海洋による熱輸送は考慮しない。凝結した水は系から直ちに取り除かれるとし、雲の

形成は考えない。スペクトル計算における切断は、全波数 21 の三角形切断とする。鉛直層数は

16 層とする。太陽定数、重力加速度、惑星半径、自転角速度などは地球の値を用いる。いずれの

場合においても、温度一様(280K)、比湿一様(10-3)の静止状態から計算を開始し、200 日の積分を

実行した。 
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3.3.3 計�結果 
地表面温度と惑星放射の全球平均値(図は示さない)は、共に 100 日弱でほぼ一定値となり、系

は統計的平衡状態に達したと考えられる。以下では、150 日から 200 日までの時間平均場を示す。 
図 1 に地表面温度の水平分布を示す。経度 0 度から 180 度までの昼半球での地表面温度の平均

値は 309K、経度 180 度から 360 度までの夜半球での平均値は 259K である。地表面温度の最大値

は約 325K であり経度 110 度の赤道上に現れる。地表面温度の最小値は約 230K であり極域に現れ

る。 

図 1 の赤道上の経度 180 度から夜半球の経度 270 度付近までの領域において昼半球から夜半球

へ東方に伸びる高温域が存在する。このパターンは熱帯大気中の赤道ケルビン波の伝搬を想起さ

せる。熱帯域の夜半球ではσ=0.8～0.5 の高度における気温の高温域とσ～0.4 の高度における西

風領域が存在しており(図は示さない)、ともに赤道ケルビン波の構造に調和的である。しかし、

赤道ケルビン波的な構造に伴う高い地表面温度領域が赤道上の夜半球にどのように実現されたの

かについてはまだよく検討していない。 

一方、中高緯度域における昼半球・夜半球間の熱輸送には傾圧不安定擾乱が大きな役割を果た

していると考えられる。降水量分布(図 2)では、緯度 50～60 度の領域で昼半球から夜半球に北東

方向に伸びる降水域が存在している。この降水は傾圧不安定擾乱によってもたらされたものであ

る。この降水による凝結加熱が夜半球の中緯度大気にとっての主要な加熱源となっている。凝結

による大気加熱、更に顕熱フラックスによる地表面へのエネルギー供給に対応して、表面温度(図

1)にも高温域があらわれている。 

 
 

図 1  ����惑星を想定した�値実�で�られた表面温度の水平分布。単位は K。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  ����惑星を想定した�値実�で�られた凝結加熱�の水平分布。単位は W/m2。2000 W/m2
以上の領域には色付けをしていない。 
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 以上より、地球と同じ自転角速度を持つ同期回転惑星では、赤道波と中緯度擾乱が昼半球と夜

半球の間の東西熱輸送に対して大きな役割を果たしていると想像される。自転角速度などの他の

パラメータを変更した場合に、東西熱輸送の形態がどう変化するか、更にその変化が暴走温室状

態の発生条件にどう影響するかについての考察は今後の課題である。 

 

3.4  deepconv の実装実験�主成分凝結対流に関する数値実験 

 

3.4.1 目的 

deepconv の実装実験として、主成分が凝結性成分である大気における対流の数値実験を行う。

主成分が凝結する場合の対流に関する数値実験は、大気が暴走温室状態に接近した場合の対流構

造に対して示唆を与えると期待されるだけなく、その実現は過去の温暖な火星気候の存在を議論

する上でも直接的に重要な課題となっている。火星大気の約 95%は CO2 から成っており、雲が生

じる場合には主成分が凝結する対流が発生することになる。大気主成分が凝結する場合、相平衡

条件の存在により熱的状態の自由度が下がることが、運動に対しても強い制約として働くと予想

される。主成分が凝結する大気の対流構造に関する過去の研究として Colaprete et al. (2003)が挙

げられる。しかし、彼らのモデルは鉛直 1 次元であり、流れを陽に解いたわけではない。ここで

は、主成分が凝結する湿潤対流の振る舞いに関する理解を目指して、大気主成分の凝結をともな

うサーマルの上昇に関する予備的な実験を行った。 

 

3.4.2 計算�定 

大気は CO2のみから成ると仮定し、水平鉛直ともに 20 km の矩形領域を考える。境界条件とし

て、水平方向には周期境界条件、下部境界では鉛直風が 0、上部境界では応力無しの条件を用い

る。基本場として水平一様な静止状態を与え、地表気圧は 7 hPa、地表気温と地表面温度は 165K
とし、地表面温度は固定する。温度分布は Colaprete and Toon (2003)の用いた火星冬極冠周辺の温

度分布を参考に、高度 4 kmまでは等温位、そこから高度約 15 kmまでは湿潤断熱減率にしたがい、

高度 15 km より上空は等温の分布を与える。初期条件として地表面直上に中心を持つガウス分布

の温位偏差を与える。その振幅は 2K、半値幅は 1 km とした。格子間隔として 200 m を用いる。

時間格子間隔は、音波に関する速いモードに対しては 0.25 秒、それ以外の遅いモードに対しては

2 秒とした。 
 

3.4.3 計算結果 

図 3 は、サーマルの上昇実験で得られた雲密度分布の時間発展の様子である。計算開始 600 秒

後においてサーマルの上部が安定層(高度約 4 km 以上)に侵入し、10-5 kg/m3 オーダーの厚さの雲

が形成され始める(図 3a)。図 3(b)は 1500 秒における雲密度を示す。この時刻にはサーマルが上

昇しなくなる。サーマルの温度の値が周囲の空気の温度と同じ値となり、上昇する為の浮力が得

られなくなるためである。2400 秒(図 3c)では、サーマルによって形成された雲が衰弱し、サーマ

ル起源の水平流の収束で新たに雲が作られるようになる。 

上記のような主成分の凝結をともなうサーマルの特徴は、地球大気における対応物である積乱

雲が有意な正の浮力を得て上昇していくことと対照的である。この違いは、大気主成分が凝結す

る場合には凝結が進行すると温度と全圧が飽和条件によって拘束されることに起因する。上昇気

塊内の圧力と周囲の空気の圧力はほぼ等しく調節されているとすると、飽和条件による拘束のた

め、サーマルと周囲の空気との温度差は小さくならざるを得ない。その結果サーマルは充分な浮

力を得ることができなくなる。 

大気主成分の凝結をともなうサーマルが浮力を得ることができるのは、基本場が過飽和な場合

である。基本場が過飽和な場合には、凝結した空気塊の温位は周囲の空気に比べ高いので、浮力

を得ることができる。このとき基本場として与えた過飽和状態を解消するまでに、活発な鉛直混

合が生じると期待される。過飽和が許容される場合についての考察は今後の課題である。 
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図 3  �������������������������������������。(a)計算開

始 600 秒後、(b)1500 秒、(c)2400 秒。 
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森川靖大, 乙部直人, 小高正嗣, 石渡正樹, 竹広真一, 堀之内武, 林祥介, 豊田英司, gtool 開発グループ 
(2008a) gtool5 ライブラリ, http://www.gfd-dennou.org/library/gtool/, 地球流体電脳倶楽部.  

森川靖大, 石渡正樹, 高橋芳幸, 土屋貴志, 山田由貴子, 小高正嗣, 堀之内武, 林祥介, DCPAM 開発グ

ループ (2008b) 惑星大気モデル DCPAM, http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/, 地球流体電脳倶

楽部.  
Nakajima K., Odaka M., Sugiyama K., Kitamori T. (2006) Numerical experiment on the interaction between 

large-scale atmospheric motion and cumulus convection: preferred scale of the planetary-scale 
concentration of cloud activity and new model development. CGER's supercomputer activity report, 
vol.13-2004, 69-76. 

杉山耕一朗, 小高正嗣, 山下達也, 中島健介, 林祥介, deepconv 開発グループ (2008) 非静力学モデル

deepconv, http://www.gfd-dennou.org/library/deepconv/, 地球流体電脳倶楽部.  
Tobie G., Forget F., Lott F. (2003) Numerical simulation of winter polar wave clouds observed by Mars Global 

Surveyor Mars Orbiter Laser Altimeter. Icarus. 164, 33-49. 
 
4. まとめ 
数値モデル群の整備として、データ出力などモデルで共通して使用するモジュール群を gtool5

ライブラリとしてまとめ、モデル群の書式の統一化を進めた。大気大循環モデルの実装実験とし

て地球と同じ自転角速度を持つ同期回転惑星の数値計算を行い、赤道波と中緯度擾乱が昼半球と

夜半球の間の東西熱輸送に対して大きな役割を果たしていることを示した。非静力学対流モデル

に主成分の凝結過程を導入し、実装実験としてサーマルの上昇実験を行った。凝結層では温度と

全圧が飽和条件によって拘束されるためサーマルは浮力を得ることができなくなることを確認し

た。本年は、gtool5 の整備、ならびに、主成分凝結過程の導入に予想以上の時間を費やしたため

CPU 使用時間は少ないものに留まったが、本格的なパラメータ研究へ進むための大きな問題は解

決された。 
 
5. 今後の研究�� 
階層的な一連のモデル群としての数値モデルの整備は今後も継続する。現状ではモデルの広が

りが未だ不十分であり、また、今年度に整備を進めた deepconv と DCPAM 間においてさえ、相互

比較検証計算の簡易な実行を可能とする環境提供には至っていない。 

一方、個々のモデルを用いての基礎的実験としてのパラメータ研究には本格的に着手すること

を予定している。同期回転惑星の設定に関しては、全球モデルによる自転角速度・太陽定数変更

実験を行い、パラメータ値の変化に応じた熱輸送形態の変化を観察し、暴走温室状態の発生条件

について検討する。主成分が凝結する対流に関しては、過飽和度を考慮した数値実験を行い、統

計的平衡熱構造を求め、対流の強度や成層構造のパラメータ依存性を調査する予定である。力学

計算に関するこれらのパラメータ拡張のめどがつけば、水と二酸化炭素を活性気体として持つ大

気の暴走温室から暴走凝結までを覆うパラメータ計算が実施できるものと期待される。その大気

構造をより本格的に議論するためには、これらのパラメータ空間に対応した放射過程の導入が次

の懸案となる。 
 
 
6. 研究成果発� 
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小高正嗣, 山下達也, 杉山耕一朗, 中島健介, 林 祥介 (2008) 3 次元火星大気非静力学モデルの開発と
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Project name:  
Development of Atmospheric Circulation Models for Moist Planetary Atmospheres and 
Related Fundamental Experiments on Atmospheric Structures 
 
2008 April – 2009 March  
 
Project leader:  
Yoshi-Yuki HAYASHI, Graduate School of Science, Kobe University 
 
Project members:  
Kensuke NAKAJIMA, Faculty of Sciences, Kyushu University. 
Masaki ISHIWATARI, Masatsugu ODAKA, Yasuhiro MORIKAWA, Faculty of Science, Hokkaido 
University. 
Yoshiyuki TAKAHASHI, Graduate School of Science, Kobe University 
 
 
Abstract: 

The aims of this study are to construct a hierarchical set of numerical models which enables us to 
consider the diversity of moist atmospheres ranging from the earth to possible planetary situations, and to 
improve our understanding of circulation structures of moist atmospheres from the viewpoint of 
geophysical fluid dynamics. The set of models consists of a general circulation model and a convection 
resolving model as the principal models, and is reinforced by models with different physical conceptual 
levels. All of the models were coded uniformly in the same framework of software design. By the use of 
such a model series, we can consider the structure of solutions more thoroughly by performing a 
comparative experiment with multi models more easily. Those considerations will ensure the reliability of 
numerical calculations in the parameter space where real observations are not available, and help us extend 
the parameter range of calculations. 

In this year, we constructed a data I/O module which can be used commonly among the models. 
Furthermore, we reorganized it as a part of our gtool5 library, and tried to unify the coding style of the 
general circulation model and the convection resolving model. As part of our efforts for the general 
circulation model to cover the parameter space between the runaway greenhouse state and the runaway 
condensation state, a numerical experiment of synchronously rotating planet with a rotation period of one 
day was performed. As for the convection resolving model, we implemented a process of condensation of 
the major constituents into the non-hydrostatic model. Since we found a significant computational noise 
associated with condensation, we focused on contriving a method of suppressing the noise. What we could 
successfully perform was only an ascending thermal experiment, but we now believe that we could 
successfully improve the model to perform long term numerical simulations. 

 
Keywords: 
Hierarchical models, General circulation model, Non-hydrostatic convection model, Moist planetary 
atmospheres 
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研究課題�： 
地�流体中の��渦��と 3 次元ス��ー���� 
 
課題代表者：電気通信大学大学院電気通信学研究科 知能機械工学専攻 宮嵜 武 
共同研究者：電気通信大学大学院電気通信学研究科 知能機械工学専攻 高橋直也・岡田拓也 
 
��： 

従来、二次元点渦に関する多くの研究が行われており統計力学的な負温度状態の存在を指摘し

た Onsager による理論研究から始まり、近年では Yatsuyanagi et al. (2005)が二次元点渦系の大規模

数値シミュレーションを行った。Hoshi and Miyazaki (2008)は連続層の流体における準地衡風点渦

系の平衡状態について数値計算と理論解析を行った。無限流体領域の単分散渦(N=2000-8000)の数

値シミュレーションには分子動力学専用計算機(MDGRAPE-3)を使用した。最大シャノン–エント

ロピー状態を鉛直方向渦分布、角運動量、およびエネルギーの制約条件のもと決定し得られた理

論結果は計算結果とよく一致した。エネルギーの増加となるにともない平衡状態の温度は、“正温

度”から“0”inverse-temperature を通過して“負温度”となる。“0”inverse-temperature では半径方向には

ガウス分布 F(r, z)= P(z)/π exp(-r2)によって記述される。ここで、関数 P(z)は鉛直方向分布を示す。

低エネルギーである正温度領域では、鉛直中心層では半径方向の分布が Top-hat 型になり、上下層

では半径方向の分布は対称軸まわりにより集中した(end-effect)高エネルギーである負温度状態で

は、鉛直中心層では半期方向の分布は放射状に縮まり、上下層では半径方向に広がる(reversed 
end-effect)。 
 
�ー�ー�： 
準地衡風方��、統計力学 
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研究課題�： 
地球流体中の秩序渦構造と 3 次元スカラー輸送現象 
 
実施年度： 
平成 20 年度～平成 20 年度 
 
課題代表者：電気通信大学大学院電気通信学研究科 知能機械工学専攻 宮嵜 武 
共同研究者：電気通信大学大学院電気通信学研究科 知能機械工学専攻 高橋直也・岡田拓也 
 
 
1. 研究�的 
地球流体運動ではコリオリ効果と安定密度成層効果によって渦構造が安定化され、その相互作

用が乱流動力学とスカラー輸送現象を支配することが知られている。我々のグループは、準地衡

風近似のもとに「乱流渦モデル」を開発し、水平面内のスカラー輸送現象を解明してきた。本研

究では、回転成層乱流の直接数値計算を実行することで、渦構造の統計的性質を捉えるとともに、

それを最大エントロピー理論に基づく統計力学的な解析結果と比較する。 
 
�ー�ード： 
準地衡風方程式、統計力学 
 
2. スーパーコンピュータ利用実� 
 
2.1 計算機利用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 1 hour, 1 ノード: 0 hour, 2 ノード: 0 hour, 計: 1 hour 
 
2.2 利用�要  
 研究計画の遂行上、他研究機関のスーパーコンピュータにて開発と実験を進めることが適切で

あったため、国立環境研究所 SX-8R の利用を行わなかった。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 ��と�的 
大気・海洋といった大規模な地球流体運動は、安定密度成層効果と地球の自転によるコリオリ

効果によって、近似的には鉛直高さの異なる層ごとに 2 次元運動とみなすことができる。したが

って、第 0 近似では各層ごとに 2 次元 Euler 方程式で記述される。これまで 2 次元点渦系に関する

研究は数多くなされており、近年では、Yatsuyanagi et al.(2005)が円筒容器内に閉じ込めた非中性

プラズマに関連して 2 次元点渦系の大規模数値計算(N = 6724)を行なった。しかし、地球流体運

動のより詳細な特徴を捉えるには 3 次元計算が必要であるため、地球流体の第一近似として準地

衡風近似を導入する。準地衡風近似による乱流の数値計算では自発的に秩序渦構造が出現し、そ

の相互作用が流れの動力学を支配する。我々のグループは、これらの秩序渦構造(N 個の渦)を点

渦(N 自由度)、Wire 渦(2N 自由度)、さらには楕円体渦(3N 自由度)で近似する乱流渦モデルを開

発した(Li et al., 2006; Miyazaki et.al., 2005)。これらの渦力学系は、幾何学的意味の明確な正準変数

を用いた Hamilton 力学系として定式化される。本研究では、準地衡風点渦系の統計的性質を数値

計算および理論的に調べた。大自由度の渦力学系の統計性を調べるため、分子動力学専用計算機

MDGRAPE-3（宮嵜研究室）を流体分野に援用し、準地衡風点渦系の大規模数値計算を行った。 

 

3.2 計算方� 
無限の領域中のある領域に N＝2000～8000 の点渦をランダムに正規分布させ数値計算を行った。
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N 体準地衡風点渦系における Hamiltonian は N(N-1)/2 の渦対における相互エネルギーの和：

||4/ˆˆ
),( jij

N

ji i RRH


  で 表 さ れ る た め 、 i 番 目 の 点 渦 の 運 動 方 程 式 は

iiiiii XHdtdYYHdtdX   /ˆ/,/ˆ/ 11
となりクーロンポテンシャルのような形で書き表

せる。 
 

3.3 �� 
図 1 は、角運動量を固定し、ランダムな初期分布を

610 個用意したときのエネルギーの状態数

分布である。ここで総計力学的には、エネルギーが増加するとともに状態数が増加する領域を正

温度領域、また、エネルギーが増加するとともに状態数が減少する領域を負温度領域、状態数最

頻度となるエネルギーを“0”inverse-temperature 領域と定義され以後用いる。 

上記の各エネルギーレベルにおいて直接数値計算を行ったところ、時間発展とともに渦分布は軸

対称な熱平衡分布に達した。このため周方向は一様であるとみなして平均を取り、渦重心からの

距離を r、鉛直方向の座標 z とした平衡渦分布 F(r、z)を調べた。 

“0”inverse-temperature のエネルギーレベルの平衡渦分布は、鉛直方向に依存しない、ガウス分布(半

径 方 向 ) を と る 。 最 大 エ ン ト ロ ピ ー 理 論 に 基 づ い て 理 論 的 に 求 め た 平 衡 渦 分 布

)exp(2
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),(2 2
^
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とよく一致した(図 2)。また、正温度領域におけるエネルギーの渦系

では上下層の渦分布は中心層に比べ対称軸周りにより集中する“end-effect”が見られ（Hoshi and 
Miyazaki, 2008）、負温度領域におけるエネルギーレベルの渦系では中心層の渦分布は上下層に比

べ対称軸周りにより集中する“inverse-end-effect”が見られた(図 3、4)。また、半径方向をガウス型

に近似した最大エントロピー理論においてもエネルギーの増減により “end-effect”、
“inverse-end-effect”をとらえることが出来、定性的な一致をみた(Miyazaki et al., 2009)。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1  �クロ����ル分布。      図2  数値計算（��）およ�最大エントロピー

  理論（��）における平衡状態時の���度分 

  布。エネルギー E=H/N2 = 3.130×10-2。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3  数値計算（��）における平衡状態時の�     図4  数値計算（��）における平衡状態時の�

��度分布。エネルギーE=H/N2 = 3.054×10-2。     ��度分布。エネルギー E=H/N2 = 3.236×10-2。 
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4. まと� 
準地衡風点渦系の平衡渦分布は熱平衡分布をとり、エネルギー依存性による平衡渦分布の結果

と、半径方向をガウス型に近似した最大エントロピー理論との結果は定性的な一致をみた。平衡

分布のエネルギー依存性は、エネルギーを下げると鉛直中心層で渦分布が対称軸まわりに広がり、

上下層で対称軸に集中する。逆にエネルギーを上げると鉛直中心層で渦分布が対称軸に集中し、

上下層で対称軸まわりに広がる。鉛直中心層の分布がエネルギー変化の主な原因となる一方で、

角運動量の制約条件を上下層における分布が変化により満たす為である。 
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There have been a number of studies on two-dimensional point vortices, starting from the statistical 
work by Onsager who pointed out the existence of negative temperature state. Recently, Yatsuyanagi et al. 
performed a large numerical simulation of two-dimensional point vortices, renewing the interest in this 
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Numerical simulations of mono-disperse vortices (N=2000-8000) in an infinite fluid domain were 
performed using a fast special-purpose computer (MDGRAPE-3) for molecular dynamics simulations. For 
comparison, the state of maximum Shannon-entropy was determined under the constraints of vertical 
vorticity distribution, angular momentum and energy. The obtained theoretical distributions agreed well 
with the numerical results. As the energy increases, the temperature of the equilibrium state decreases from 
'positive', through 'zero inverse' to 'negative'. The zero inverse temperature state is characterized by the 
Gaussian radial distribution F(r, z)= P(z)/π  exp(-r2). Here, the function P(z) denotes the vertical 
distribution. In the positive temperature region with lower energy, the radial distribution is top-hat like in 
the center region (vertically), and tighter concentrations around the axis of symmetry are found near the 
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研究課題�： 
海水面およ�海�での物質の乱流��機構の�明と海水面を通しての物質の交換機

構に��すうねりの�果 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 黒瀬良一・高垣直尚 
 
要�： 
大気・海洋間の二酸化炭素等の物質交換機構を明らかにし、その交換量を正確に評価すること

はグローバルな炭素循環を議論するうえで非常に重要である。大気と海洋との境界面である海水

面では、その上を吹く風により波が発生し、風波気液界面と呼ばれる複雑な界面が形成される。

また、遠方から伝播してくる風波の低周波成分はうねりとなり、純粋な風波と重なり合うことで

気液界面形状やその界面を通しての物質交換機構をより複雑にすることも知られている。本研究

では、まず、純粋な風波のみが存在する（うねりは存在しない）気液界面近傍の流動場に対して

3 次元直接数値計算（Direct Numerical Simulation; DNS）を適用することにより、風波気液界面近

傍の乱流構造について詳細な検討を行った。その結果、気側、液側流動場ともに、風波乱流場の

速度変動強度は、平滑乱流場や壁面乱流場に比べて大きな値をとること、また、壁近傍の乱れを

生成するバースティング運動は波頂の上流側斜面で多く発生することがわかった。さらに、液側

流動場の方が気側流動場に比べて風波やリップルの波動運動の影響を強く受けるため、風波乱流

場と平滑乱流場の間に見られる速度変動強度の差異は液側流動場において顕著になることがわか

った。 
 
 
�ー�ー�： 
物質交換、気液界面、海洋、風波、うねり、DNS 
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研究課題�： 
海水面および海中での物質の乱流拡散機構の解明と海水面を通しての物質の交換機

構に及ぼすうねりの効果 
 
実施年度： 
平成 20 年度～20 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科  小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科  黒瀬良一・高垣直尚 
 
 
1. 研究目的 
地球温暖化およびそれに伴う異常気象の発生や海洋汚染の予測を正確に行ううえで、大気・海

洋間での炭酸ガスなどの物質の交換速度を正確に評価することは極めて重要である。本研究では、

うねりを伴う風波気液界面近傍の乱流場に対して 3次元直接数値計算（Direct Numerical Simulation; 
DNS）を適用することにより、うねりが海水面近傍の乱流構造や物質輸送に及ぼす影響を明らか

にし、その影響をモデル化することを目的とする。 
 

�ー�ード： 
物質交換、気液界面、海洋、風波、うねり、DNS 
 
2. スー�ーコン��ー��用実� 

 
2.1 計算機�用時間  

CPU 時間  1 ノード未満: 992 hours, 1 ノード: 38,396 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 39,387 hours 
  
2.2 �用�要 

本計算には京都大学工学研究科機械理工学専攻環境熱流体工学研究室で開発した 3 次元直接数

値計算(DNS)コードを用いた。気液の二相乱流場に本 DNS を適用し、並列計算を行った。また、

計算結果のプリ・ポスト処理および初期値の形成に対しては非並列計算を行った。 

 

3. 研究結果 

 
3.1 �要 

うねりが存在しない、純粋な風波のみが存在する気液界面近傍の流動場に対して 3 次元直接数

値計算（DNS）を適用することにより、風波気液界面近傍の乱流構造について詳細な検討を行っ

た。その結果、気側、液側流動場ともに、風波乱流場の速度変動強度は、平滑乱流場や壁面乱流

場に比べて大きな値をとること、また、壁近傍の乱れを生成するバースティング運動は波頂の上

流側斜面で多く発生することがわかった。さらに、液側流動場の方が気側流動場に比べて風波や

リップルの波動運動の影響を強く受けるため、風波乱流場と平滑乱流場の間に見られる速度変動

強度の差異は液側流動場において顕著になることがわかった。 
 

3.2 ��と目的 

大気・海洋間の二酸化炭素等の物質交換機構を明らかにし、その交換量を正確に評価すること

はグローバルな炭素循環を議論するうえで非常に重要である。大気と海洋との境界面である海水

面では、その上を吹く風により風波と呼ばれる波が発生し、気液界面は風波気液界面と呼ばれる

複雑な形状を持つ。このような風波気液界面を通しての物質交換速度は、海面上を吹く風の速度

のみで相関されることがほとんどであるが、その海洋観測値は大きくばらつくことが知られてい
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る。この原因として、現実の海洋には物質交換に影響を与える風速以外の要素が存在することが

考えられる。過去の実験(丹野・小森, 2004)により、この物質交換速度がうねり（遠方から伝播し

てくる風波の低周波成分）により抑制されること、およびその原因は物質交換を支配する表面更

新渦(Komori et al., 1993; 1996)の発生がうねりにより抑制されるためであることが示唆されてい

る。しかし、その詳細なメカニズムについてはわかっていない。 
そこで、本研究は、うねりと純粋な風波が共存する気液界面近傍の流動場に対して 3 次元直接

数値計算（DNS）を適用することにより、風波気液界面近傍の乱流構造とその気液界面を通して

の物質移動機構を明らかにすることを目的としている。その第一ステップとして、今回はまず、

うねりが存在しない、純粋な風波のみが存在する気液界面近傍の流動場に対して 3 次元直接数値

計算（DNS）を適用することにより、風波気液界面近傍の乱流構造について詳細な検討を行った。 
 
3.3 計算方法 

本計算では、風波気液界面の形状に合わせて計算領域全体の格子形状を境界適合座標系

（Boundary Fitted Coordinate, BFC）により時々刻々再構成する ALE（Arbitrary Lagrangian Eulerian 
Formulation）法を採用した。 
図 1 に計算対象とした風波気液二相流の領域と格子の概要を示す。x、y、z方向をそれぞれ主流、

スパン、鉛直方向として、気液界面を挟んで鉛直上側を気相、鉛直下側を液相とした。計算領域

の大きさを主流、スパン、鉛直方向にそれぞれ 8δ、4δ、3δとした．格子点数は主流、スパン、

鉛直方向にそれぞれ 200 点、100 点、180 点の合計 3,600,000 点とした。ただし、鉛直方向の格子

点数は気相、液相でそれぞれ 60 点、120 点とした。格子間隔を主流方向およびスパン方向には等

間隔に、鉛直方向には界面近傍の空間分解能が高くなるように不等間隔に配置した。解くべき無

次元の支配方程式は以下に示す 3 次元の連続の式と Navier-Stokes(NS)方程式である。 
 
 
                                                                                  (1) 
 

 
ここで、vi は速度ベクトル、Reは Reynolds 数である。また、P は下式で与えられる。 
                                                                                    (2) 

 
ここで、pは圧力、Frはフルード数であり、x3

0は初期の静止気液界面位置（z=0）、x3は界面から

の高さである。時々刻々に変形する風波気液界面の境界条件には、界面の位置を決定する運動学

的条件と界面に作用する応力の釣り合いを考慮する力学的条件を与えた。本計算方法の詳細につ

いては Komori et al. (1993)を参照されたい。 
 表 1 に今回実施した計算の条件を示す。気側の初期流動場には一様流速が異なる 2 つの条件

（Case1, Case2；以下、風波乱流場と呼ぶ）を与えた。また、界面形状を平滑面に固定し風波を発

生させない条件における乱流場（Case3；以下、平滑乱流場と呼ぶ）の計算も併せて行った。表中

の u∗、Reini、Reτ,iniはそれぞれ摩擦速度、気側一様流速 U∞ と気側高さδ（=1.25×10−2 m）基準の

Reynolds 数、気側摩擦速度とδ基準の Reynolds 数を示す。 
 
 
                           表 1 計算条件。 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 計算領域と計算格子。    
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3.4 ���果 

図 2 に初期風速が速い風波乱流場（Case2）のある瞬間における界面高さの瞬間分布を示す。白

色の領域が風波の山に、黒色の領域が風波の谷に相当する。風波乱流場の気液界面にはスパン方

向にほぼ一様の 2 次元的な風波が発達しており、波頂の下流側斜面にはリップルが形成されてい

ることが確認できる。 
図 3 に気側の主流、スパンおよび鉛直方向の速度変動強度の鉛直方向分布示す。ここで、図中

の実線、破線、および一点鎖線はそれぞれ主流、スパンおよび鉛直方向の速度変動強度 urms/u∗、
vrms/u∗、wrms/u∗を示す。風波乱流場（Case1、 Case2）の気側の速度変動強度は、平滑乱流場（Case3）
に比べて各成分とも界面近傍でわずかに大きな値をとることがわかる。また、一般的な壁面乱流

場や波状形状を模した波状壁面乱流場（Kurose et al., 2008）とは異なり、気液界面上でも速度をも

つため界面では速度変動強度が零とはならないこともわかる。さらに、図は省略するが、風波乱

流場の第二不変量 Q の等値面を調べると、風波乱流場においても一般的な壁面乱流場で確認され

ているものと同様の馬蹄形渦状のバースティング運動が気液界面から x 方向斜め上向きに伸びて

発生するが、このバースティング運動は風波の上流側斜面に遍在することが観察できた。 
図 4 に液側の主流、スパンおよび鉛直方向の速度変動強度の鉛直方向分布を示す。ここで、図

中の実線、破線、および一点鎖線はそれぞれ主流、スパンおよび鉛直方向の速度変動強度 urms/u∗、
vrms/u∗、wrms/u∗を示す。風波乱流場（Case1、Case2）と平滑乱流場（Case3）の速度変動強度の差異

は気側よりも顕著であることがわかる。また、風波乱流場の液側の速度変動強度は平滑乱流場と

は異なり、三方向成分ともに界面近傍で急激に増大することがわかる。この乱流強度の増大傾向

は、特に主流および鉛直方向成分において顕著であるが、これは風波やリップルの波動運動の影

響を強く受けるためであると考えられる。さらに、図は省略するが、風波乱流場の液側流動場の

第二不変量 Q の等値面を調べると、気液界面近傍には気側流動場と同様に馬蹄形渦状のバーステ

ィング運動が界面から-x 方向斜め下向きに発生することが観察できた。また、液側流動場におけ

るバースティング運動の時間スケールが風波の軌道運動に比べて非常に遅く、その空間スケール

も大きいため、気側流動場ほど明確ではないが、その発生はやはり風波の上流側斜面に多い傾向

が見られた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 風波形状。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     図 3 気側流動場の乱流変動強度分布。      図 4 液側流動場の乱流変動強度。 
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4. まとめ 
風波気液界面を通しての物質移動機構、およびそれに及ぼすうねりの影響を明らかにするため、

風波気液界面近傍の二相乱流場を数値的に再現可能な DNS コードの開発を行った。また、第一ス

テップとして、同コードを純粋な風波のみが存在する気液二相乱流場に適用することにより、風

波気液界面近傍の気液両相の乱流構造を詳しく調べた。その結果、今回開発した DNS コードは風

波二相乱流場の乱流挙動や物質輸送機構を検討するうえで極めて有用なものであることが確認で

きた。また、風波気液界面近傍の乱流構造は、風波やリップルの波動運動の影響を強く受けるこ

とが明らかになった。 
 

5. 今後の研究展� 
 今後は、本 DNS コードに物質輸送の計算スキームを組み込むことにより、風波気液界面を通し

ての物質輸送と乱流構造の関連性を明らかにする予定である。また、うねりを条件として与える

ことにより、うねりが乱流構造や物質輸送に及ぼす影響を調べ、そのモデル化を試みる予定であ

る。これまで、風波乱流場を通しての物質輸送機構を数値シミュレーションにより検討した研究

は国外で 2、3 例だけ報告されているが、いずれも本研究に比べて風速が極めて低く、風波の影響

が小さい系を対象としている。また、うねりの影響に言及したものは皆無である。従って、これ

らの研究が成功すれば、その成果は国内外で高く評価されると思われる。 
 
6. 研究成果発� 
 
6.1 ��発� ���有�  
Kurose R., Imashiro T., Komori S. (2008) The effects of swell on turbulence over wavy walls. Int. J. Heat and 

Fluid Flow, 29, 774-782. 
 
6.2 ��発� 
小森 悟 (2009) 室内実験と数値計算による大気・海洋間の熱および物質の輸送機構の解明と輸送量の

評価. 戦略的創造推進事業CREST「マルチスケール・マルチフィジックス現象の統合シミュレーシ

ョン」研究課題「災害予測シミュレーションの高度化」公開シンポジウム－大規模シミュレーシ

ョンと実験の新たな研究展開へ向けて－.  
 
7. 連�� 

 
小森 悟 

〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院工学研究科 
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Project name:  
Mass Transfer Mechanism at and below the Air-water Interface in the Ocean and the 
Effects of Swell on the Mass Transfer at the Air-sea Interface 
 
2008 April – 2009 March 
 
Project leader:  
Satoru KOMORI, Kyoto University 
 
Project members: 
Ryoichi KUROSE, Naohisa TAKAGAKI, Kyoto University 
 
Abstract: 

Global warming, which has become one of the most serious environmental problems in recent decades, 
is known to be caused by emissions of greenhouse gasses such as carbon dioxide (CO2) and methane (CH4). 
In order to predict the increase of atmospheric temperature, it is of great importance to precisely estimate 
the global carbon cycle. One of the important issues is to precisely predict the mass transfer velocity of 
greenhouse gases across the air-sea interface. Generally, two types of waves exist in oceans: wind waves 
generated by only wind shear acting at the air-sea interface, and swells propagated from afar with low 
frequency. In this study, a three-dimensional direct numerical simulation (DNS) was applied to a 
wind-driven air-water two-phase flow without swells, and the turbulence structure in boundary layers on 
both gas and liquid sides of the air-water interface was investigated in detail. The results showed that 
compared to the gas side, fluid motion on the liquid side was strongly affected by wind waves and 
micro-breaking waves (i.e. ripples) formed on the leeward side of the wind waves. The longitudinal 
vortices related to bursting motions，which are similar to those observed in smooth-wall turbulent boundary 
layers, were markedly observed on the front side of the wind waves on both the gas and liquid sides. 
 
 
Keywords: 
Mass transfer, Air-water interface, Ocean, Wind wave, Swell, DNS 
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研究課題�： 
海洋�の熱塩循環の渦拡散係数の乱流��ュ�ー��ンによる��とモデル化 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 花崎秀史 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 宮尾武寛 
 

 

要�： 

 海洋循環は塩分と熱の浮力効果によって生じる循環であり、熱塩循環とも呼ばれる。通常、海

洋モデルにおいては、乱流のモデル化に際し、熱と塩分に等しい乱流拡散係数（渦拡散係数とも

呼ばれる）を用いてきた。しかし、近年、熱と塩分の分子拡散係数の違いによる乱流拡散の差が

議論されている。本研究では、Batchelor スケールと呼ばれる、熱や塩分などの物質が拡散する小

スケールに至る熱・塩分の分布構造を解析すると同時に、それが実用上重要なマクロな量である

渦拡散係数（熱塩フラックス）に与える影響を解析した。その結果、波動成分はエネルギーの順

カスケードを行うのに対し、渦成分は逆カスケードを行うため、小スケールでは波動成分が支配

的となり、大スケールでは渦成分が支配的となることがわかった。また、共存する 2 種類のスカ

ラーの密度成層への寄与の比率が流れ場に与える影響を調べた結果、塩分のような高プラントル

数物質の成層への寄与率が 50%程度以上になると、物質分布構造は、寄与率が 100%の時と類似し

てくることがわかった。実際の海洋では、寄与率は概ね 50%程度であり、分布構造の場所依存性

は弱いことを示している。 

 
 
�ー�ード： 
成層乱流、熱塩�重拡散 
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研究課題�： 
海洋中の熱塩循環の渦拡散係数の乱流シミュレーションによる予測とモデル化 
 
実施年度： 
平成 20 年度～20 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 花崎秀史 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 宮尾武寛 
 
 
1. 研究�的 
 海洋循環は塩分と熱の浮力効果によって生じる循環であり、熱塩循環とも呼ばれる。通常、海

洋モデルにおいては、乱流のモデル化に際し、熱と塩分に等しい乱流拡散係数（渦拡散係数とも

呼ばれる）を用いてきた。この等値性は、流速や密度分布の平均場からのずれ（乱れ）が非常に

大きく、分子拡散の効果が無視できる仮定のもとで成立する。しかし、実際には熱と塩分の分子

拡散率には 100 倍の差があるため、乱流拡散係数が分子拡散の違いの影響を受ける(Gargett et al., 
2003)。本研究では、熱と塩分の分子拡散係数の違いによって生じる differential diffusion による渦

拡散係数の違いを乱流の数値シミュレーションにより調べ、その発生メカニズムを室内実験及び

理論的な考察を併用して解明すると同時に、こうした熱塩二重拡散系における乱流モデル改良の

指針を立てる。 
 
�ー�ード： 
成層乱流、熱塩二重拡散 
 
2. スー�ー�ン�ュー��用実� 
 
2.1  計算��用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 122 hours, 1 ノード: 10,669 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 10,792 hours 
 

2.2  �用概要 
立方体領域内（ただし、x, y, z の空間 3 方向について周期境界条件を課す）において、二重拡

散系の成層乱流の数値計算を、スペクトル法を 2563、及び、5123 の解像度を用いて行った。ただ

し、熱や塩分の分子拡散は非常に小さい（プラントル数は、熱が 6、塩が 600）ため、速度場に比

べて非常に小さいスケールの構造が現れ、正直に精度良く計算しようとすると、膨大なメモリー

と演算量が必要となる。そこで、本計算では、二重拡散が熱塩乱流輸送に与える基本的な影響を

調べるため、プラントル数 Pr を実際よりも小さく、Pr = 1 と 6 に設定した計算を行い、分子拡散

の差により生じる二重拡散が熱と塩分の渦拡散係数などに与える基本的効果を解明する。 

 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 Batchelor スケール(Batchelor, 1959)と呼ばれる、熱や塩分などの物質が拡散する小スケールに至

る熱・塩分の分布構造を解析した。その結果、波動成分はエネルギーの順カスケードを行うのに

対し、渦成分は逆カスケードを行うため、小スケールでは波動成分が支配的となり、大スケール

では渦成分が支配的となることがわかった。また、共存する 2 種類のスカラーの密度成層への寄

与の比率が流れ場に与える影響を調べた結果、塩分のような高プラントル数物質の成層への寄与

率が 50%程度以上になると、物質分布構造は、寄与率が 100%の時と類似してくることがわかった。

実際の海洋では、寄与率は概ね 50%程度であり、分布構造の場所依存性は弱いことを示している。 
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3.2 ��と�的 
 海洋循環は塩分と熱による浮力効果によって生じる循環であり、熱塩循環とも呼ばれる。通常、

海洋モデルにおいては、乱流のモデル化に際し、熱と塩分に等しい乱流拡散係数（渦拡散係数と

も呼ばれる）を用いてきた。この等値性は、流速や密度分布の平均場からのずれ（乱れ）が非常

に大きく、分子拡散の効果が無視できる仮定のもとで成立する。 

 しかし、実際には熱と塩分の分子拡散率には 100 倍の差があるため、乱れがそれほど強くない

場合には、乱流拡散係数が分子拡散の違いの影響を受ける。実際、海洋における乱れの強さの指

標であり、海洋観測における主要パラメータである浮力レイノルズ数 Reb   / N 2（：エネルギ

ー散逸率、ν：粘性率、N：ブラント・バイサラ振動数）は、海洋大循環に強く関わる海洋深層や

赤道・極域密度躍層での値が Reb O(103 )であり、かなり小さい。最近の室内実験（Jackson and 
Rehmann, 2003）では、この程度の浮力レイノルズ数域において、塩分の乱流拡散係数KSaltは、熱

の乱流拡散係数KHeatの 0.1～0.8 倍しかないという結果が得られている。これは、理論的にも裏付

けられている(Jackson et al., 2005)。こうした分子拡散の違いによる乱流拡散の差は、「differential 
diffusion」と呼ばれている。また近年、海洋観測においても、 KSalt  KHeatを示すデータが得られ

ている(Nash and Moum, 2002; Gargett, 2003)。 

 本研究では、熱と塩分の分子拡散係数の違いによって生じる differential diffusion による渦拡散

係数の違いを乱流の数値シミュレーションにより調べ、その発生メカニズムを室内実験及び理論

的な考察を併用して解明すると同時に、こうした熱塩二重拡散系における乱流モデルの基本的な

改良に役立てる。 
 
3.3 計算方法 
 空間 3 方向について擬スペクトル法を用いて、スペクトルモード数：1283, 2563, 及び 5123の計

算を行った。時間発展には 3 次精度のルンゲクッタ法を用いた。速度場と同時に 2 つのスカラー

場（熱、塩分に対応）の輸送方程式を解いた。 
 
3.4 結果 
 平成 19 年度に開発した「波動-渦分解」プログラムを用いて、運動エネルギーの「波動-渦分解」

による解析を行った。その結果、波動成分はエネルギーの順カスケードを行うのに対し、渦成分

は逆カスケードを行うことがわかった。同時に、小スケールでは波動成分（図 1 赤線）が支配的

となる一方、大スケールでは渦成分（図 1 黒線）が支配的となることがわかった。 

 また、熱と塩分のように、密度成層を構成する物質が 2 種類ある場合、その成層への寄与の比

率(浮力比：buoyancy ratio)が問題となる。それが流れ場に与える影響を調べた（図 2）。その結果、

高プラントル数物質の比率が 50%程度になると、高プラントル数物質の分布構造は、その比率が

100%の時とほぼ同じになることがわかった。実際の海洋では、高緯度では、塩分成層＞温度成層

のため、50%以上、低緯度では逆に 50%以下であるが、50%程度のことが多い。このことは、高

プラントル数物質（塩分）の散逸構造は、緯度などの場所にあまり依存しないことを示している。 

 したがって、鉛直フラックス（渦拡散係数）も、浮力比が緯度等により変化しても大きくは変

化せず、その値は、高プラントル数である塩分による浮力比が 100%の状態に常に近いと予測され

る。ただし、その散逸構造は、小スケール成分が大きい通常の高プラントル数状態とは非常に異

なり、速度場（運動エネルギー）と似た構造を持つ。 
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図 1 渦成�KEvort, ��成�KEwave, ��シ���ラーT(Pr=1), �������ラーS(Pr=6)の��

�トル。 
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図 2 高プラントル数物質の散�率の����。高プラントル数物質の密度成層への寄与の比率がそれ

ぞれ、(a)50%、(b)100%、の時。両者の構造に大きな差は見られない。 

 

 

���� 
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Jackson P.R., Rehmann C.R., Saenz J.A., Hanazaki H. (2005) Rapid distortion theory for differential diffusion. 
Geophysical Research Letters 32, L10601-10604. 

Nash J.D., Moum J.N. (2002) Microstructure estimates of turbulent salinity flux and the dissipation spectrum of 
salinity. J. Phys. Oceanogr., 32, 2312-2333. 

Osborn T.R., Cox C.S. (1972) Ocean fine structure. Geophysical Fluid Dynamics 3, 321-345. 
 

4. まとめ 
「波動成分」と「渦成分」を分離、すなわち、内部重力波な振動と乱流渦運動を分離して解析

した結果、低波数では渦成分、高波数では波動成分が卓越することがわかった。これは、低波数

では渦成分が 2 次元乱流に見られるようなエネルギーの逆カスケード（エネルギーの低波数成分

への輸送）をする一方、高波数では波動成分が通常の順カスケードをするためと考えられ、成層

乱流のエネルギー収支を解明してモデル化するうえで重要な結果と考えられる。また、スカラー

組成比が散逸構造にあまり影響しないことは、モデル化において緯度等の地域性をあまり考慮す

る必要がないことを示唆している。 
 

5. 今後の研究�� 
今後、基礎的な結果を基にした海洋中の輸送現象のモデル化に進む必要があるが、そのために

は、熱塩拡散構造やフラックスの 
（1）成層強度(フルード数)依存性、 
（2）プラントル数依存性（特に、より高プラントル数の場合の解析）、 
（3）乱流強度（レイノルズ数）依存性 
（4）初期条件（位置エネルギーと運動エネルギーの比）依存性 

などのパラメータ依存性の解析を行う必要がある。また、別途行う理論解析・水槽実験の結果も

利用し、海洋乱流モデル（Osborn-Cox モデル（Osborn and Cox, 1972）など）で通常用いられて

いる種々の仮定の是非の検討や改良の検討を行う予定である。 
 
6. 研究成果�� 
 
6.1  ����（���） 
Hanazaki H., Kashimoto K., Okamura T. (2009) Jets generated by a sphere moving vertically in a stratified fluid. 

Journal of Fluid Mechanics. (in press) 
Hanazaki H., Konishi K., Okamura T. (2009) Schmidt number effects on the flow past a sphere moving 

vertically in a stratified diffusive fluid. Phys. Fluids 21, 026602. (9 pages) 
Hanazaki H., Miyao T., Okamura T. (2009) Double-period oscillation of passive scalar flux in stratified 

turbulence. Advances in Turbulence XII, 447-448. 
 
6.2 ����（���） 
Hanazaki H., Miyao T. (2008) Differential diffusion of high Prandtl number scalars in stratified turbulence. 

Bulletin of the American Physical Society. 
 
6.3 ���� 
Hanazaki H., Konishi K., Miyao T. (2008) Absence of small-scale fluctuations of high-Prandtl number buoyant 

scalars in stratified turbulence. 7th EUROMECH Fluid Mechanics Conference. 
宮尾武寛, 花崎秀史 (2008) 成層乱流中の高プラントル数スカラー乱れの小スケールにおける消滅に

ついて. 第 45 回日本伝熱シンポジウム. 
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Project name:  
The Modeling and Prediction of Eddy Diffusion Coefficient of Heat and Salt in the 
Ocean by the Numerical Simulation of Turbulence. 
 
2008 April - 2009 March 
 
Project leader: 
Hideshi HANAZAKI, Kyoto University 
 
Project member: 
Takehiro MIYAO, Kyoto University 
 
Abstract: 

Ocean circulation, also known as thermohaline circulation, is generated by buoyancy effects of salt 
and heat. In numerical models of ocean circulation, the same turbulent diffusion coefficient is used both for 
heat and salt. However, it has recently been discussed that there might be a difference between the turbulent 
diffusion coefficients due to a difference in the molecular diffusion. In this study, structures of heat and 
salinity distributions were analyzed across small diffusion scales called Batchelor scales, and their effects 
on the practically important macro quantities, like eddy diffusion coefficients (fluxes of heat and salt), are 
investigated. The results showed that the wave components of kinetic energy cascaded to smaller scales, 
while the vortex components cascaded inversely, generating large-scale eddies. Effects of the contributing 
ratio of two different scalars to density stratification became insignificant when the higher-Prandtl number 
scalar had 50% or more contributions. In the real ocean, the ratio of salt and heat is generally about 50%, 
and the results suggest that the scalar structures have only a weak dependence on the position on the globe. 
 
Keywords:  
Stratified turbulence, Double-diffusion of heat and salt 
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研究課題�： 
CAI 衛星解析とモデルシミュレーションの�合システムの�� 

 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 中島映至 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター Nick Schutgens・向井真木子・五藤大輔 

 
��：  
 前年度に行った SPRINTARS エアロゾル放射モデルを組み込んだ CCSR/NIES/FRCGC-大循環気

候モデル（MIROC）によって得られた全球のエアロゾル分布のシミュレーション結果を衛星観測

結果と比較した結果、違いが明らかになったので、今年度は、その改善のために、硝酸塩エアロ

ゾルの取り込みと、硫酸塩過程の改善を図り、衛星観測結果により近い結果を得た。また、前年

度開発したアンサンブルカルマンフィルター（EKF）法を、AERONET および SKYNET 地上観測

網のデータおよび、TERRA/MODIS 衛星から得られる光学的厚さとオングストローム指数に適用

して、モデル値が観測値に近づくことを確認した。さらに、GOSAT/CAI 衛星データを想定したシ

ミュレーションを行い、当初の期待したように、EKF 法によって、モデル結果が良い一致度で同

化されることを確認した。現在、GOSAT の第 2 期解析システムに取り込むべく、環境研側と打合

せに入っている。 
 
�ー�ー�： 
GOSAT、�酸化��、エアロゾル 
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研究課題�: 
CAI衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築 
 
実施年度: 
平成 20 年度～平成 20 年度 
 
課題代表者：東京大学気候システム研究センター 中島映至 
共同研究者：東京大学気候システム研究センター Nick Schutgens・向井真木子・五藤大輔 
 
 
1. 研究�的 
 本研究では、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT; Greenhouse gases Observing Satellite)
に同時搭載される雲・エアロゾルイメジャー（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てたり、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。 
 
�ー�ード： 
GOSAT、�酸化��、エアロゾル 
 
2. スー�ー�ン�ュータ利用実� 
 
2.1 計算�利用時間 

CPU時間  1ノード未満: 620 hours, 1ノード: 72,096 hours, 2ノード: 0 hour, 計: 72,716 hours 
 
2.2 利用�� 
 SPRINTARS エアロゾル放射モデルを組み込んだ CCSR/NIES/FRCGC-大循環気候モデル

（MIROC）を利用して、全球のエアロゾル分布をシミュレーションする。そして、AERONET や

SKYNET 地上観測網の天空輝度分布計（スカイラジオメーター）や MODIS や MIDORI-II/GLI イ
メジャーから得られる光学的厚さ（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アンサンブルカルマン

フィルター（EKF）法を用いる。同時に、エアロゾルが引き起こす雲や降水の変化を算定するこ

とによって、CAI から得られるエアロゾル情報がどのような気候変動研究に役立つかを数値シミ

ュレーションによって調査する。 
 
3. 研究結果 
 
3.1 �� 
 前年度に行った SPRINTARS エアロゾル放射モデルを組み込んだ CCSR/NIES/FRCGC-大循環気

候モデル（MIROC）によって得られた全球のエアロゾル分布のシミュレーション結果を衛星観測

結果と比較した結果、違いが明らかになったので、今年度は、その改善のために、硝酸塩エアロ

ゾルの取り込みと、硫酸塩過程の改善を図り、衛星観測結果により近い結果を得た。また、前年

度開発したアンサンブルカルマンフィルター（EKF）法を、AERONET および SKYNET 地上観測

網のデータおよび、TERRA/MODIS 衛星から得られる光学的厚さとオングストローム指数に適用

して、モデル値が観測値に近づくことを確認した。さらに、GOSAT/CAI 衛星データを想定したシ

ミュレーションを行い、当初の期待したように、EKF 法によって、モデル結果が良い一致度で同

化されることを確認した。現在、GOSAT の第 2 期解析システムに取り込むべく、環境研側と打合

せに入っている。 
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3.2 ��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

する。 
 そのために、GOSAT 衛星に同時搭載される雲・エアロゾルイメジャー（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てたり、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 
 CCSR-NIES-FRCGC/MIROC モデルとそれに組み込まれたエアロゾル放射・輸送モデル

SPRINTARS を異なる初期条件で多数回実施し、その計算結果をもとに EKF 法を用いて、データ

のモデル同化を行う。そのためのデータとして AERONET や SKYNET 地上観測網や衛星イメジャ

ーによって得られるエアロゾルの光学的厚さを利用する。また、SPRINTARS をこのような数値実

験に耐えられる精度を確保するために、SPRINTARS に組み込まれた諸過程の改良を行う。さらに

得られたモデルを利用して気候形成に及ぼすエアロゾルの影響を感度実験の形で実施する。これ

らの計算で用いられる数値計算は、微分方程式、微積分方程式、状態方程式等の膨大な組み合わ

せで、離散型差分計算、マトリックス計算等で構成されている。 
 
3.4 結果 
 本年度は、放射強制力評価の改善のために、SPRINTARS エアロゾル放射輸送モデルにおいてこ

れまでに問題になっていた点の改良に取り組んだ。硝酸塩過程として NH3、NH4、NO3 の 3 つを

予報変数として新たに加えた。硫酸塩過程については、モデルの時間積分ステップの間に起こる

非線形反応の取り込み、H2O2 を予報変数に加えることによる液相反応の改善を図った。また、SO2

の乾性沈着を植生等、地面状態によって変化するようにした。これらの改善の結果、地表面付近

で SO2 から生成されすぎていた硫酸塩が減り、SO2 が上層にも輸送されるようになった。そのた

め、遠洋域での過小評価はある程度改善された。図 1 に、地表面での SO4量に関する米国の観測

値（IMPROVE)と、モデル結果である GEOS-CHEM 及び MIROC+SPRINTARS 標準版（Takemura et 
al., 2000）および本研究結果を比較したが、改善が確認される。 
 これらの改良の結果、図 2 に示すようにエアロゾルの光学的厚さ（波長 550 nm）の衛星観測値

（MODIS）と比較して、モデル値では北太平洋などでの大陸からのエアロゾルプリュームの過小

評価がある程度、改善された。その結果、人為起源硫酸塩の直接効果の放射強制力は、これまで

の-0.2W/m2（Takemura et al., 2005; 2006）から-0.4W/m2 になった。さらに硝酸塩を考慮したことに

よって放射強制力は-0.2W/m2 程度大きくなった。従って、人為起源エアロゾルの直接効果は大気

上端で-0.6 W/m2 となった。この値は、IPCC 第 4 次報告書（Forster et al., 2007）の評価結果に近い。 
 本年度は同時に、前年度に開発したエアロゾル同化システムを実際の NASA/AERONET（Holben 
et al., 1998）および MEXT/SKYNET（Nakajima et al., 2007）からの地上エアロゾル光学特性データ

セット、および TERRA/MODIS 衛星イメジャーからのエアロゾル光学的厚さとオングストローム

指数の全球データに適用して、期待通り同化によりモデル値が観測値に近づく事を確認した。さ

らに、このシステムを GOSAT/CAI 衛星搭載イメジャーに適用した時の状況を調べるために、

GOSAT 衛星の軌道を想定して、CAI によるエアロゾルの光学的厚さに関するデータをモデルによ

って作り、このデータを真値として同化する数値実験を行った。この場合、海面のよる太陽直達

光の鏡面反射（サングリント）のシミュレーションも行い、解析できないデータ点を除去した。

その結果を図 3 と図 4 に示す。3 月 3 日に同化を開始してからの時間に伴って、相対誤差が減少

することがわかる。その結果、誤差は全球平均で同化しない場合の誤差と比べて約 1/4 程度にな
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った。また、このような誤差の減少は粗大粒子の光学的厚さに強く依存していることもわかった。 
 

 
図 1  �� SO4�に��る��の観測値（IMPROVE, CASNET�とモデル結果��（GEOS-CHEM）

（�上、Park et al., 2004��よ� MIROC+SPRINTARS 標準版�よ�本研究結果。 
 

 
 

図 2  ����ルの光学的厚さ（�� 550 nm）の衛星観測値（MODIS）とモデル値の��。モデル値

は標準版（左上）、本研究による結果（右上）、MODIS 観測値（下）。 
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図3  GOSAT/CAI�ンサーに�る������のシミュレーション（�図）、2����の同化された

�����光学的厚さ（550 nm）�真値からの�差。2005年3月3日から3月19日のGOSAT衛星の軌道

計算に基づいて、サングリント領域も同定して解析から削除してある。真値のシミュレーションは

MIROC+SPRINTARSで行った。 

 
 

 
 

図4  3月3日から�日の衛星��に�る光学的厚さの同化を��してからの、���値に含まれる��

誤差の�化（��50�から��50�の�����）。（□）同化をしなかった場合、（○）同化を行

った場合に全光学的厚さに含まれる誤差、（●）粗大粒子の光学的厚さに含まれる誤差、（＋）小粒

子の光学的厚さに含まれる誤差。 
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4. まと� 
 MIROC+SPRINTARS 大循環モデルのエアロゾル過程の改善を行い、全球のエアロゾル光学的厚

さの分布が衛星観測値によりよく近づくことを確認した。また、AERONET や SKYNET 地上観測

網や TERRA/MODIS 衛星イメジャーから得られる光学的厚さとオングストローム指数を同化する

ことによって、モデル値が観測値に近づくことを確認した。この同化システムを、GOSAT 衛星搭

載 CAI イメジャーの観測シミュレーション値に適応することによって、同化しない場合にくらべ

て全球平均のエアロゾルの光学的厚さの誤差が 1/4 程度になることが確認された。 
 
5. 今�の研究�� 
・今回の SPRINTARS モデルの改善でも、まだ観測値とは完全に一致する結果を得られなかった

が、残りの部分を改善するには境界層モデルの改善などが必要と思われる。これは予測革新プロ

グラムで実施されているので、来年度反映されると思われる。 
・改善された SPRINTARS モデルを同化システムに組み込む。 
・GOSAT 運用システムの第 2 期計画（今冬）に同化システムを組み込む。 
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Abstract:  

In this fiscal year, we have improved the processes for nitrate aerosol and sulfate aerosol of the 
SPRINTARS aerosol-radiation model, which is implemented in the CCSR/NIES/FRCG-general circulation 
model (MIROC), to reduce the difference between satellite-observed and model-simulated aerosol fields. 
We also applied the Ensemble Karman filter (EKF) assimilation scheme, developed last year, to data of 
aerosol optical thickness, Ångström exponent from AERONET and SKYNET skyradiometer networks and 
TERRA/MODIS satellite imager. We found that the model results approached the observed values. Finally, 
we applied this assimilation scheme to a simulated GOSAT/CAI satellite imager data.  
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研究課題�： 

GOSAT データ定�処理�用�ス�ム開発・�用 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 渡辺 宏 
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・Shamil MAKSYUTOV・松永恒雄 
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村上忠義・仁衡琢磨・小林弘幸・宮坂隆之・菊池信行・國島 和・松澤邦裕 

 

��： 

 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT; Greenhouse gases Observing Satellite)は 2009 年 1
月 23 日に打ち上げられた。環境研は、処理アルゴリズムの開発、データの高次処理、検証、外部

へのデータ提供、輸送モデルによる吸収・排出量フラックスの推定などを担当する。これらの目

的のために GOSAT DHF(GOSAT Data Handling Facility)を整備した。GOSAT のデータ処理には、

GOSAT DHF 内に設置する計算機、環境研スーパーコンピュータ、東京大学情報基盤センターの

計算機の 3 つの施設の計算機を連携して利用する。このうち、環境研スーパーコンピュータでは、

「エアロゾル輸送モデル計算処理」、「大気輸送モデル計算処理」、「炭素収支モデル計算処理」

を行う。衛星打ち上げ後に観測されたデータの初期解析を行った。レベル 2 プロダクトについて

初期の解析結果がまとまったが、今後の校正、アルゴリズム改訂、検証作業により精度を向上さ

せる予定である。環境研スーパーコンピュータを利用する「エアロゾル輸送モデル計算処理」、

「大気輸送モデル計算処理」の出力結果は、ガス濃度算出処理のそれぞれ補正値、先験値として

利用できることが確認された。 
 

�ー�ー�： 

GOSAT、温室効果ガス、二��炭素、�タン、吸収・排出量フラックス 
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研究課題�： 
GOSAT データ定常処理運用システム開発・運用 
 
実施年度： 
平成 19 年度～21 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 渡辺 宏 
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・Shamil MAKSYUTOV・松永恒雄 

開 和生・河添史絵・林 謙二・石原博成・信田浩司・吉田保衡・太田絵美・菊地信弘 
村上忠義・仁衡琢磨・小林弘幸・宮坂隆之・菊池信行・國島 和・松澤邦裕 

 
 
1. 研究�的 
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温

室効果ガス濃度を宇宙から観測する世界初の人工衛星である。日本時間平成 21 年 1 月 23 日 12 時

54 分に宇宙航空研究開発機構（JAXA）の鹿児島県種子島宇宙センターから打ち上げられた。

GOSAT プロジェクトは三機関（JAXA、独立行政法人国立環境研究所(NIES)、環境省(MOE)）の

共同プロジェクトである。衛星打ち上げ後、JAXA は初期機能確認を約 3 カ月行い、4 月 10 日の

定常運用移行審査会を経て、初期校正検証期間に移行した。その間、2 月 7 日、3 月 3 日などに

GOSAT の主要センサである温室効果ガス観測センサ(TANSO-FTS; Thermal And Near infrared 
Sensor for carbon Observation, Fourier Transform Spectrometer)と雲・エアロソルセンサ(TANSO-CAI; 
Cloud and Aerosol Imager)による初期機能確認のための観測が行われ、NIES にも FTS レベル 1A（イ

ンターフェログラム）、1B（スペクトル）および CAI レベル 1A プロダクトが提供された。NIES
では、GOSAT データの地上処理設備(GOSAT DHF)で CAI レベル 1B 処理の定常運用を開始する

とともに、それ以外の高次処理についてデータを予備的に処理し、定常運用の準備を行っている。

GOSAT DHF が行う高次処理、すなわち CO2や CH4 濃度の算出や、それら濃度データを利用した

地域別の炭素吸収・排出量推定のモデル計算などの定常処理は、GOSAT DHF に設置した計算機

の他に NIES スーパーコンピュータや東京大学スーパーコンピュータと連携して行われている。 
 

 
�ー�ード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン、吸収・排出量フラ�クス 
 
2. スーパーコンピュータ利用実� 
 
2.1 計算機利用時間 

CPU 時間  1 ノード未満: 81 hours, 1 ノード: 72 hours, 2 ノード: 0 hour, 計: 153 hours 
 

2.2 利用�要 
20 年度は、19 年度に引き続きシステム開発を実施してきた。スーパーコンピュータに関連する

部分では、スーパーコンピュータ上で起動するプログラムとその制御プログラムの開発および動

作試験、スーパーコンピュータ-GOSAT DHF 間での入出力データの転送確認を実施した。GOSAT
打ち上げ後には観測データに対応した期間の処理を実施してきた。 
 
3. 研究�果 
 
3.1 �要 

GOSAT によって観測されたデータは、ノルウェーの JAXA スバルバード局または鳩山局にダウ

ンリンクされ、つくばの JAXA/EORC（地球観測研究センター）に地上回線を使って伝送される。
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JAXA/EORC では、FTS レベル 1A、1B および CAI のレベル 1A プロダクトが作成される。これら

のプロダクトは、つくば WAN 経由で NIES の GOSAT DHF に送信される。NIES に送信されたデ

ータは、CAI レベル 1B、レベル 1B+および L2 以上の高次プロダクトが作成される。NIES ではレ

ベル 1 プロダクト以外にもデータ処理に必要な客観解析気象データなどの参照データやプロダク

トの検証に必要な地上観測データなどをそれぞれ外部のデータ提供機関から取得する。データ処

理のために NIES GOSAT DHF 以外に NIES スーパーコンピュータ、東京大学情報基盤センタース

ーパーコンピュータの 2 施設の計算センターを利用する。 
図 1 に環境研が行う GOSAT データ処理（高次処理）のデータ処理フローを示す。これらの処

理のうち、NIES スーパーコンピュータを利用する処理は、図 1 中で「注 1」と記されたエアロゾ

ル輸送モデル計算処理、大気輸送モデル計算処理（図 1 中ではレベル 2 処理とレベル 4 処理内の

計 2 か所）、炭素収支モデル計算処理の 4 処理である。データ処理フローの概要及びエアロゾル

輸送モデル計算処理、大気輸送モデル計算処理の説明は、それぞれ、渡辺宏(2008)及び中島映至

(2008)、Maksyutov S. (2008)を参照のこと。 
データ処理の制御および計算結果などデータ管理は、GOSAT DHF で一括管理・保存される。

処理されたプロダクトは、GOSAT プロジェクトのスタッフなどにより精度の確認を行った後、利

用者に提供される。 
 
 

FTS L1Aデータ
インタフェログラム

FTS L1Bデータ
スペクトル

CAI L1Aデータ

CAI L1Bデータ

エアロゾル輸送

モデル計算結果

SWIRガス濃度算出処理

L2処理

エアロゾル
特性算出処理

TIRガス濃度算出処理

エアロゾル輸送
モデル計算処理
（SPRINTARS）

FTS  L3
全球CO2, CH4カラム量(SWIR)

全球CO2, CH4濃度(TIR)

L3処理

炭素収支モデル
計算処理

L4処理

L1B処理

大気輸送モデル
計算処理

L4B
全球CO2, CH4 濃度

雲フラグ算出処理

CAI  L3
全球 輝度（全量、雲なし）

全球 雲特性・エアロゾル特性
全球 植生指数

注2

注1

注1

注1

L3処理

2009/07/10

雲特性
算出処理

FTS  事前処理

最小地表面反射率
算出処理

FTS  L2 (SWIR)

CO2, CH4, H2Oカラム量

初期値作成処理

フィルタリング処理

・CAI雲判定
・TIR雲判定
・2μm帯散乱物質判定
・太陽天頂角判定
・地表面凹凸判定

大気輸送モデル
計算処理大気輸送モ

デル
計算結果 注1

注2

CAI L1B+データ

CAI L2
雲特性

CAI  L2
エアロゾル特性

CAI L1B+
データ処理

CAI L1B
データ処理

: プロ�クト

GOSAT処理フロー
注1 : NIES����センター���処理
注2 : ��大�����センター���処理
注�のな�処理�GOSAT/DHF�の処理

: 中間データ

エアロゾル
マッチアップ

ファイル

雲
マッチアップ

ファイル

TIRリトリーバル
入力データセット

CAI  L2
雲フラグ

FTS  L2 データの
マッピング処理 L4A

全球CO2, CH4 吸収排出量

CAI L1B

中間ファイル

SWIRリトリーバル
入力データセット

FTS  L2 (TIR)

CO2, CH4, H2Oカラム量
CO2, CH4, H2O濃度プロファイル

気温プロファイル

CAI L1B,  L1B+,  L2
データのマッピング処理

 
 

図 1 GOSAT データ処理フロー。 
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3.2 ��と目的 
GOSAT の第一の目的は、空間的に均一で高密度、時間的に高頻度での観測を行い、温室効果ガ

スの亜大陸スケール（数千 km 四方）での吸収・排出量の推定精度を高め、地域毎の吸収・排出

状況の把握や森林炭素収支の評価などの環境行政に貢献することである。さらに、データの利用

研究を通して、温室効果ガスの全球分布とその時間変動や、全球の炭素循環メカニズムとその気

候変化影響などに関する新たな科学的知見の集積を図り、気候変化予測および影響の評価に役立

てることである。第二の目的は、これまでの地球観測技術を継承・発展させ、温室効果ガスの測

定技術を開発するとともに、将来の地球観測衛星に必要な技術開発を行うことである。 
 

3.3 初データと初���結果の�� 
 TANSO-FTS と TANSO-CAI の初データは、2009 年 2 月 7 日に、降交軌道で日本を通るパス#5
で取得された。なお、FTS 熱赤外データについては 3 月 12 日に初データが取得されている。図 2
の上段図は飛騨高山付近の直径 10 km の TANSO-FTS のフットプリントのバンド 2（1.6μm 帯）

のスペクトルデータ（レベル 1B）と、シミュレーション結果（図中 SIM）を重ねて示した図であ

る。図 2 の下段左図は CH4 の吸収帯、下段右図は CO2の吸収帯を拡大している。各吸収線の位置

と相対的な強度比がほぼ一致していることが確認できた。 
図 3 は、TANSO-CAI のバンド 2,3,1 で観測されたラジアンス量に R,G,B の 3 色を割り当てた日

本付近のフォールスカラー画像(レベル 1B 相当)である。これはパス#5 の全ストリップに当たる

CAI レベル 1A データを分割し、位置情報に基づいてバンド間レジストレーションを行ったもの

である。 
 

 
 

 
 

図 2 TANSO-FTS（バンド 2）の初データとシミュレーション�との比�。 
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図 3 TANSO-CAI の初��（レベル 1B �当）。 
 
 図 4 にレベル 2 処理内にある大気輸送モデル計算処理（CO2 カラム濃度の全球分布）および図 5
にエアロゾル輸送モデル計算処理（1.493μm におけるエアロゾル光学的厚さの全球分布）の出力

結果を示す（図 4、5 は 2009 年 4 月 26 日 6 時の例）これらの結果から TANSO-FTS の観測点およ

び観測時刻に対応する値を空間、時間補間して、SWIR(Short Wavelength Infrared; 短波長赤外)ガ

ス濃度算出処理および TIR(Thermal Infrared; 熱赤外)ガス濃度算出処理の先験値として利用する。 
 これらの先験値情報とレベル 1B プロダクトを利用して CO2 および CH4 のカラム濃度およびプ

ロファイルを算出する（図 1 の「SWIR ガス濃度算出処理」と「TIR ガス濃度算出処理」）。初期

の解析結果として、2009 年 4 月 20 日から 28 日までの 9 日間に観測したデータから陸上の晴天域

における CO2カラム平均濃度の分布を図 6 に示す。4 月下旬の観測データとして、北半球の方が

南半球より高濃度である傾向が、過去の地上観測などのデータと整合していることが確認できた。

しかし、全体として明らかに低いカラム濃度が導出されている。これは未校正の輝度スペクトル

データからの解析結果であることと、処理に利用するパラメータの調整が完了していないためと

考えられる。また、中国大陸やアフリカ中央部で高濃度が認められるが、観測時には中国大陸に

黄砂が確認されており、アフリカの該当箇所では砂塵または煙のようなものの存在が認められて

いる。これらはカラム濃度算出処理を行う際に比較的大きな誤差要因となるため調査、検討が必

要である。今後、データの校正作業、処理アルゴリズム・パラメータの改訂作業、プロダクトの

検証作業を実施し、データの精度を向上させる予定である。 
 
 

 
 

図 4 大気輸送モデルによる CO2の全球分布。2009 年 4 月 26 日 6 時の例。 
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図 5 ����ル��モデル�������ル�����の����。2009年 4月 26日 6時の例。 

 

 
図 6 �������ム�度の����の��解析��。2009 年 4 月 20 日～4 月 28 日までの陸上、晴

天域のデータ。 
 

���� 
 
Maksyutov S. (2008) Application of the Transport Model for Inverse Modeling Studies of the Regional and 

Global Bugdgets of CO2. 国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報 平成 19 年度, 
113-122. 

中島映至(2008) CAI 衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築. 国立環境研究所スー

パーコンピュータ利用研究年報 平成 19 年度, 97-104. 
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渡辺 宏(2008) GOSAT データ定常処理運用システム開発・運用. 国立環境研究所スーパーコンピュータ

利用研究年報 平成 19 年度, 105-111. 
 
4. まとめ 
冒頭にも述べたように 20 年度は開発を完了し、打ち上げ後、観測データ定常処理のための予備

解析を実施した。スーパーコンピュータに関連する部分では、L2 処理内の「エアロゾル輸送モデ

ル計算処理」、「大気輸送モデル計算処理」については定常的に処理を実施している。これらの

処理結果は、TANSO-FTS による観測地点のガス濃度算出処理のそれぞれ、補正値、先験値として

利用され、CO2、CH4などのカラム濃度やプロファイルの精度向上に寄与する。 
 

5. 今後の研究�� 
今後、定常運用を全面的に開始するとともに、プロダクトの精度の確認のための校正、検証な

どの作業を進めて行く。その後、レベル 1 プロダクトについては、打ち上げ後 9 カ月後、レベル

2 プロダクトについては打ち上げ後 12 カ月後に一般にも公開する予定である。また、検証、校正

作業に基づき、データ処理アルゴリズムの改訂、モデル計算の高度化などを行う予定である。 
スーパーコンピュータを利用している「エアロゾル輸送モデル計算処理」については、

TANSO-CAI 観測値アシミレーション、「大気輸送モデル計算処理」は空間分解能の詳細化を行い、

精度向上に寄与する予定である。また、レベル 4 処理の定常運用を開始し、全球 64 地域の炭素吸

収排出量を算出する予定である。 
 
6. 研究成果発� 
 
6.1 口頭発� 
Watanabe H., Ishihara H. (2008) Detailed Design of GOSAT DHF at NIES and Data Strategy. SPIE Europe 

Remote Sensing 2008, Abstracts, 29. 
Belikov D., Maksyutov S. (2008) Validation and application of flux version of NIES global atmospheric tracer 

model. 第 14 回大気化学討論会, 同要旨集, 71. 
内野修, 森野勇, 横田達也, Holben B., 早乙女拓海, 山口高明, 工藤泰子 (2008) GOSAT データに影響す

る波長 1640nm におけるエアロゾルの光学的厚さ. 日本気象学会 2008 年度秋季大会, 同予稿集, 
119. 

吉田幸生, 江口菜穂, 横田達也 (2008) GOSAT TANSO-FTS SWIR データ解析で得られる CO2気柱量の

誤差評価～可能な限り雲を除外し, 晴天と近似した場合～. 日本気象学会 2008 年度秋季大会, 同
予稿集, 120. 

Yokota T., Watanabe H., Uchino O., Morino I., Yoshida Y., Maksyutov S. (2008) Current Status of the GOSAT 
Data Handling Facility, Data Retrieval and Inverse Model Algorithms, Validation Plan, and GOSAT 
Research Announcement. AGU 2008 Fall Meeting, Abstracts. 
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Project name: 
Developing, Maintaining and Operating Systems to Process Observational Data from 
the Greenhouse Gases Observing SATellite (GOSAT) 

 
2007 April – 2010 March 

 
Project leader: 
Hiroshi WATANABE, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members: 
Tatsuya YOKOTA, Shamil MAKSYUTOV, Tsuneo MATSUNAGA, Kaduo HIRAKI, Fumie KAWAZOE, 
Kenji HAYASHI, Hironari ISHIHARA, Koji NOBUTA, Yasuhiro YOSHIDA, Emi OTA, Nobuhiro 
KIKUCHI, Tadayoshi MURAKAMI, Takuma NIHIRA, Hiroyuki KOBAYASHI, Takayuki MIYASAKA, 
Nobuyuki KIKUCHI, Wataru KUNISHIMA, Kunihiro MATSUZAWA, National Institute for 
Environmental Studies 
 
Abstract: 

The Greenhouse Gases Observing Satellite (GOSAT) named “Ibuki” was launched on January 23, 
2009. The National Institute for Environmental Studies (NIES) is in charge of data processing algorithm 
development, operational higher-level data processing, validation, distribution of data products to external 
parties, and estimation of carbon flux using atmospheric tracer transport models. The GOSAT Data 
Handling Facility (DHF) has been developed for achieving these purposes. The following three computer 
facilities will be used in cooperation for GOSAT data processing: 1) GOSAT DHF 2) NIES supercomputer 
3) The supercomputer of the University of Tokyo. “Aerosol transport model simulation”, “atmospheric 
tracer transport model simulation”, “CO2 and CH4 inverse model calculation” are executed using the NIES 
supercomputer. The preliminary analyses of observation data has been completed and the initial analysis 
results for level 2 products have been obtained. Hereafter we will improve the accuracy of the products by 
calibration, data processing algorithm revision and validation. We have confirmed that the outputs of 
“aerosol transport model simulation” and “atmospheric tracer transport model simulation” could be used 
for gas concentration retrieval processing as correction value and value for a prior, respectively. 
 
Keywords: 
GOSAT, Greenhouse gases, CO2, CH4, Source/sink flux 
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Abstract: 

To enhance the accuracy of estimating global sources and sinks of carbon dioxide (CO2) and methane 
(CH4), we carried out multiple studies focusing on improving the performance of the NIES atmospheric 
transport model and the quality of surface flux datasets. The results obtained in this fiscal year are reflected 
in the upcoming higher-level processing of GOSAT (Greenhouse gases Observing Satellite) data. 

A simple assimilation system was developed to synthesize surface ocean pCO2 from ship observation 
values. Compared with the non-assimilated results, errors in the annual mean and the cumulative seasonal 
cycle of the assimilated pCO2 were reduced by 80% and up to 70%, respectively. The 
observation-constrained pCO2 and air-sea CO2 flux data were produced for the period between 1996 and 
2004. 

For improving simulation performance, the NIES transport model was upgraded to run with an 
enhanced version of the GPV meteorological data that has a horizontal resolution of 0.5 degrees and 21 
vertical levels. Several CO2 simulations were carried out for inter-comparing results obtained by different 
model configurations. The types of model algorithm, model resolution, and prior flux data were varied. 

A new transport model system has been developed for estimating CO2 fluxes with less computational 
costs. In this system the NIES semi-Lagrangian transport model is linked to a Lagrangian 
particle-dispersion transport model to perform simulations efficiently. This year we programmed an inverse 
calculation algorithm based on the fixed-lag Kalman smoother technique into this model system. Using this 
setup and discrete and continuous observation datasets, we estimated the seasonal variation of the 
monthly-averaged fluxes in 64 sub-continental regions for the year 1996. 

A preliminary analysis was carried out to estimate global CH4 fluxes using the cyclostationary 
Bayesian inversion technique and a simplified parameterization of atmospheric CH4 chemistry. Monthly 
fluxes from anthropogenic and natural sources in 11 sub-continental regions were estimated using monthly 
observational data. The results showed that the percentage contribution of anthropogenic fluxes to the 
global total CH4 flux increased by 9% through the inverse calculation.  
 
 
Keywords: 
Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Global atmospheric tracer transport model, pCO2, Air-sea CO2 
flux, Offline ocean tracer transport model, Coupled transport model, Inverse modeling 
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1. Research objectives  

The use of atmospheric tracer transport models and inverse modeling techniques is central to the 
understanding of the source/sink mechanisms of carbon dioxide (CO2) and methane (CH4). Our aim here 
was to 1) improve the performance of the NIES transport model for a more accurate simulation of the 
spatial and temporal variations of CO2 and CH4 and 2) develop a new inverse modeling method to improve 
the accuracy of surface flux estimation. 
 
Keywords: 
Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Global atmospheric tracer transport model, pCO2, Air-sea CO2 
flux, Offline ocean tracer transport model, Coupled transport model, Inverse modeling 
 
 
2. Record of the supercomputer uses 
 
2.1 Devoted computing time 

CPU hours  <1 node: 7,080 hours, 1 node: 82 hours, 2 node: 1 hour, total: 7,163 hours 
 
2.2 Details of the supercomputer use 

The supercomputer system was utilized to run the NIES transport model for simulating the transport of 
atmospheric tracers. Calculation of pulse function for inverse modeling was also performed using the 
computing resource. 
 
3. Research progress and results  
 
3.1 Outline 

In fiscal year 2008 our main focus was directed onto 1) obtaining multi-year air-sea CO2 flux data 
using an assimilation system with an offline ocean tracer transport model, 2) testing the NIES transport 
model with high-resolution GPV meteorological datasets, 3) developing a new inverse modeling method 
that uses a coupled transport model and the fixed-lag Kalman smoother technique, and 4) estimating CH4 
flux using a Bayesian synthesis inversion technique. 
 
3.2 Simulation and synthesis of global air-sea CO2 flux using ship observations of surface ocean pCO2 
by a simplified Biogeochemical Ocean Model 

The global ocean takes up nearly a third of anthropogenic CO2 gas. The anthropogenic emission and 
subsequent physical changes in the atmospheric circulation may be a reason for a net trend in oceanic 
uptake of CO2, at least regionally. To understand the inter-annual and seasonal variations of air-sea CO2 
flux, we developed a simple assimilation system that can synthesize the surface ocean partial pressure of 
CO2 (pCO2) from ship observations. Using this system we produced an observation-constrained multi- year 
air-sea CO2 flux data over the period between 1996 and 2004. 
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Figure 1. Top: mean assimilated air-sea CO2 flux for the period between 1996 and 2004. Units: 
mole/m2/year. Bottom: percentage reduction of seasonal error in assimilated pCO2 along ship tracks. 
 

We used a simple biogeochemical model coupled with an ocean model driven by re-analysis ocean 
current data, provided by the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory of Princeton University. The 
physical component of the ocean model is the offline Ocean Tracer Transport Model (OTTM) as 
documented in Valsala et al. (2008). The model ocean surface pCO2 was constrained by the ship 
observations. In order to minimize the cost function, we adopted a descendant algorithm as described in 
Ikeda and Sasai (2000). We constrained the monthly-mean surface ocean pCO2 using the data prepared by 
Takahashi et al. (2008) in addition to the along-track pCO2 data that were collected globally through 
numerous ship surveys. A total of 236,777 along-track ship observations of pCO2 were assimilated during 
the 1996-2004 data collecting period. 
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The results of the non-assimilated and assimilated runs of the model were compared to 1º × 1º 
resolution pCO2 data which were obtained by compiling the total available observations of pCO2 into 1º × 
1º grids. It can be seen that the assimilation reduced the amplitude of errors in the annual mean pCO2. The 
regional variability of pCO2 is better represented in the results of the assimilated runs. Figure 1 summarizes 
the percentage of error reduction in the annual and seasonal mean assimilated pCO2 with respect to the total 
error in the non-assimilated run. The error reduction is given as a ratio of the absolute difference between 
the non-assimilated run error and the assimilated run error to the non-assimilated run error. Annual mean 
errors were reduced by 80%. The cumulative seasonal errors were lowerd by 70 to 80%. Except for the 
regions of notable inter-annual variations, the assimilated seasonal cycle has significant correlations with 
the observations. 

The annual mean of the assimilated CO2 flux during the 1996-2004 period was calculated to be -1.51 
PgC per year. The corresponding observation data of Takahashi et al. (2008) show an annual mean sink of 
1.45 PgCyr-1, indicating that the assimilated estimate is in reasonable agreement with the observation. 
 
3.3 Use of high-resolution GPV meteorological data in NIES transport model 

For use in GOSAT data processing, the NIES atmospheric tracer transport model was adapted to run 
with high-resolution GPV meteorological data. The dataset has a horizontal resolution of 0.5 degrees, 21 
vertical resolution levels, and a time interval of 3 hours. 

The latest version of the NIES transport model (NIES-08) uses a mass-conserving, flux-form transport 
algorithm and an improved wind correction procedure. We evaluated the performance of the GPV 
data-driven NIES-08 by comparing the model’s CO2 simulation results to those obtained by the previous 
version of the NIES transport model (NIES-05). NIES-05 uses a semi-Lagrangian transport algorithm as 
opposed to NIES-08’s flux-form algorithm. For this comparison, simulations with NIES-05 were 
performed at both 2.5- and 0.5-degrees horizontal model resolutions. Those with NIES-08 were run at 
0.625 degrees.  

A priori data of surface CO2 flux used in transport simulation are comprised of anthropogenic, 
terrestrial, and oceanic flux data. These data are based on statistics, empirical data, and model predictions, 
and are improving with time. Here we used two a priori surface CO2 flux datasets (an older and an updated 
one) in the simulation with NIES-05 to assess the degree of influence that the updated flux data had on 
model simulation results. The older dataset is composed of fluxes used for the TransCom model 
inter-comparison studies (Law et al., 2006), and the updated dataset contains flux data prepared for the 
CONTRAIL transport model inter-comparison (Niwa et al., 2008). Flux data in both datasets are based on 
the fossil fuel CO2 emission statistics provided by the US Carbon Dioxide Information Analysis Center 
(CDIAC) (Marland et al., 2007), the 3-hourly output of the Carnegie Ames Stanford Approach (CASA) 
terrestrial biosphere model (Randerson et al., 1997), and the ocean-atmosphere CO2 flux data prepared by 
the Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, NY, USA (Takahashi et al., 2002; 2008; 
2009). Table 1 summarizes the model configurations and the CO2 flux datasets used in this work. 
 
 

Table 1. Model configuration and CO2 flux data used.  
 

     Model 
Options NIES-05/0.5 (a) NIES-05/0.5 (b) NIES-05/2.5 NIES-08/0.625 

Algorithm type Semi-Lagrangian Semi-Lagrangian Semi-Lagrangian Flux-form 

Resolution 
(degrees) 0.5 0.5 2.0 0.625 

Number of 
vertical levels 47 47 47 24 

Flux dataset CONTRAIL TransCom CONTRAIL CONTRAIL 
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Figure 2 shows monthly-averaged CO2 concentrations for the year 2008 simulated for two selected 
sites of the GLOBALVIEW-CO2 monitoring network (GLOBALVIEW-CO2, 2008). The model results 
were contrasted with the measured values. All model simulation results are in reasonable agreement with 
the observation values. Similar results were obtained in other sites. The updated flux dataset was shown to 
be better for CO2 model simulations. 

 
 

  
 
Figure 2. Comparison between observations and model simulations of monthly-averaged CO2 for the year 
2008. Left: Park Falls, Wisconsin, United States (45.93ºN, 90.27ºW). Right: Tutuila, American Samoa, (14.24ºS, 
170.57ºW). 

 
 
3.4 CO2 flux inverse estimation using a coupled transport model and continuous observation data 

A new modeling system has been developed for estimating CO2 fluxes with less computational costs. 
In this system the NIES semi-Lagrangian transport model is coupled with a Lagrangian particle-dispersion 
transport model to reduce the effects of numerical diffusion on simulation results. CO2 flux calculation is 
performed with the fixed-lag Kalman smoother technique (Bruhwiler et al., 2005) in which fluxes are 
estimated stepwise using a different set of observation data each time. A time step in this operation is a few 
months in length, and is slid by one month at a step. This method allows us to estimate the fluxes over a 
long period with much reduced computational expenses. 

Figure 3 shows monthly means of estimated CO2 fluxes for the year 1996. Observation data provided 
by the Earth System Research Laboratory of the US National Oceanic and Atmospheric Administration 
(Conway et al., 2008) were used for this inverse estimation. In addition, data obtained at the NIES/CGER’S 
Hateruma and Ochiishi monitoring stations were used for improving the accuracy of fluxes estimated for 
the East Asia regions. The solid and dashed lines in the figure indicate estimation results acquired with and 
without the continuous observation data obtained at the Hateruma and Cape Ochiishi monitoring stations, 
respectively. The error bar shows the uncertainty involved in each estimated flux. It was found that the use 
of the continuous observation data obtained at the Hateruma and Cape Ochiishi monitoring stations in the 
inverse calculations led to notable uncertainty reductions of the fluxes estimated for the East Asia region.  
 
3.5 Cyclostationary inversion to estimate surface CH4 flux 

We carried out a preliminary analysis to estimate the global source strength of CH4 using the 
cyclostationary Bayesian inversion method (Gurney et al., 2004). The NIES transport model with a 
simplified parameterization of atmospheric CH4 chemistry was used for this analysis. Here we assumed 22 
pulse functions, 11 sub-continental regions were considered (Figure 4 right), and two types of CH4 sources 
(natural and anthropogenic) were assigned to each region. A priori source distributions were determined 
with the GISS CH4 flux map (Fung et al., 1991) and the values were adjusted to match with recent 
estimations prepared by IPCC (IPCC, 2007). Monthly CH4 fluxes and their uncertainties were calculated 
for each of the 11 regions using the GLOBALVIEW-CH4 (2008) observation data averaged for the period 
between 2003 and 2007. 
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Figure 3. Estimated CO2 fluxes and uncertainties for the region around the lower part of Amazon River 
(left) and East Asia (right). 
 
 

The result of the inverse calculation showed that the percentage contribution of anthropogenic fluxes 
to the global total CH4 flux increased from 57% (pre-calculation) to 66% (post-calculation). This is 
attributed to large increases (by about 50%) in anthropogenic fluxes for tropical South America (Region 3) 
and tropical Africa (Region 5). Shown in the left panel of Figure 4 is the percentage reduction in flux 
uncertainties. Significant reductions were seen in the anthropogenic monthly fluxes estimated for the 
temperate zone of North America (denoted as an02 in Figure 4). Other notable uncertainty reductions in 
anthropogenic (an08 and an09) and natural (nt01 and nt02) fluxes occurred mainly in the late-spring and 
summer seasons. 

The differences between the predicted and measured CH4 concentrations are small at oceanic and 
coastal sites. However, mismatches over 50 ppbv per month were seen at some sites nearby source regions 
such as eastern Europe and southeastern Asia. The observation values for these locations had large seasonal 
variations and errors, and thus the predicted values were weakly constrained by these observations. 

 
 
 
Figure 4. Left: Uncertainty reduction (in percent) in monthly fluxes (22 categories). an and nt in the left 
panel denote anthropogenic and natural CH4 sources, respectively. The numbers that follow indicate the regions 
shown in the right panel. Right: The 11 sub-continental regions used for this inverse estimation. 
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4. Summary  

We obtained multi-year air-sea CO2 flux data using an assimilation system with an offline ocean tracer 
transport model. These data are to be utilized as input for atmospheric CO2 simulation and pulse function 
calculation for inverse modeling. High-resolution versions of the NIES transport model were tested for 
processing GOSAT observation data and the simulation performance was tested using the NIES 
supercomputer. Calculation of pulse functions for inverse modeling of CO2 and CH4 was performed using 
the supercomputer and the results obtained were used in the newly-developed systems to estimate surface 
fluxes.  
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5. Future Plans  
The updated versions of the NIES transport model and the new oceanic CO2 flux dataset will be 

utilized in the analysis of GOSAT data for simulating CO2 and CH4 concentrations and estimating surface 
fluxes. We plan to further improve the transport model, the inverse modeling system, and the flux datasets 
for a more accurate estimation of greenhouse gas regional and global budgets. 
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��： 
 全球規模での二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)の放出・吸収量をより精度よく推定するために、

本課題では、NIES 大気輸送モデルの改良やフラックスデータセットの作成など多様な研究を行っ

ている。得られた成果は温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT, Greenhouse gases Observing Satellite）
データの高次処理に用いられる予定である。本年度は主として下記の研究を実施した。 
 海洋二酸化炭素分圧(pCO2)の観測値と海洋輸送モデルの同化システムを開発した。同化前と比

較して、pCO2のエラーは年平均で 80%減少し、季節変化の累積エラーでは最大 70%の改善が見ら

れた。この同化システムを用いて、1996 年から 2004 年の期間における pCO2 および大気海洋間

CO2 フラックスのデータセットを作成した。 
 水平 0.5、鉛直 21 層の空間解像度を持つ GPV 気象データを NIES 大気輸送モデルで使用するた

め、モデルの改良を行った。2 種類の CO2 フラックスを用いて数値実験を行い、モデルの解像度・

輸送スキームを変えた場合のモデルの性能を評価した。 
 より少ない計算資源で効率よく CO2 フラックスを推定するため、新たな大気モデルシステムを

開発した。このシステムでは、セミラグランジュ型の NIES 大気輸送モデルとラグランジュ型粒

子分散モデルを併せて用いる。このモデルと観測データを用いて、fixed-lag Kalman smoother によ

る逆解析を行い、1996 年の 64 地域における月平均フラックスを推定した。 
 パラメタライズした CH4 の化学反応をモデルに組み込み、逆解析による全球 CH4 フラックスの

推定を開始した。ベイズ法による逆解析により、陸域 11 地域について、人為起源・自然起源の 2
種類の放出量の推定を行った結果、逆解析後の全球放出量に対する人為起源放出量の割合は、逆

解析前と比較して 9%増加するという結果を得た。 
 
 
キー�ー�： 
二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、大気輸送モデル、二酸化炭素分圧(pCO2)、大気海洋間 CO2フラッ

クス、�フライン海洋輸送モデル、結合大気モデル、イン�ースモデ�ング・逆解析 
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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�� 
 

国立環境研究所環境情報センター  

日本電気株式会社  

 

国立環境研究所は、2007 年 3 月に SX-6/64M8 の後継として導入した、NEC スーパーコンピュ

ーティングシステム SX-8R/128M16（OS：SUPER-UX）を運用中である。 

このシステムは、ベクトル処理用計算機（SX-8R/128M16）、スカラ処理用計算機とフロントエ

ンドサーバ（NEC Express5800/120Ri-2）、大容量ファイルシステム（SGI Origin350）並びにデバ

ッギングサーバ（HP ProLiant DL585）を中心に構成され、ネットワークはギガビットイーサネッ

トを採用している。 

SX-8R/128M16 システムの、ベクトル計算のピーク性能は 4.096 TFLOPS（1 ノードあたり、256 
GFLOPS）となる。また、以下の特徴を持つ。 

 

-大容量 1.536 TB メインメモリ搭載（128GB/node ｘ8, 64GB/node ｘ8） 

-大容量ファイルシステム(フロントライン約 30TB, ニアラインディスク約 320TB) 

-大容量テープライブラリ 

-16GB/s ノード間接続装置(IXS) 

-1000BASE-SX インタフェース 
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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センター  

日本電気株式会社  

 

1 . SX-8R システム 
 

1.1  �� 

2007 年 3 月より、独立行政法人国立環境研究所(以下 NIES）において、NEC スーパーコンピュ

ータシステム SX-8R（SX-8R/128M16、オペレーティングシステム：SUPER-UX）が導入され運用

中である。 

コンピュータシステムは、ベクトル処理用計算機、スカラ処理用計算機、フロントエンドサー

バ、大容量ファイルシステムを中心に構成される。SX-8R システムの全体構成を図 1 に示す。 

 

図 1  システム概要図。 

 

サブシステムには、NEC Express5800/120Ri-2(スカラ処理用計算機、フロントエンドサーバ)、

SGI Origin350（大容量ファイルシステム）、HP ProLiant DL585（デバッギングサーバ）などを含む。

サブシステム間のネットワークはギガビットイーサネットにて接続されている。 

SX-8R/128M16 システムの、ベクトル計算のピーク性能は 4.096 TFLOPS（1ノードあたり、256 
GFLOPS）となる。また、以下の特徴を持つ。 

- 大容量 1.536 TB メインメモリ搭載（128GB/node ｘ8, 64GB/node ｘ8） 

- 大容量ファイルシステム(フロントライン約 30TB, ニアラインディスク約 320TB) 
- 大容量テープライブラリ 
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- 16GB/s ノード間接続装置(IXS) 
- 1000BASE-SX インタフェース 

 

SX-8R 及び Express5800/120Ri-2 は、NFS 及び CXFS プロトコルにより、大容量ファイルシステ

ムとのファイル共有を実現する。 

 

1.2  システムの特徴 

1.2.1  SX-8R 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-8R 16 ノードを実装する。

SX-8R は、演算周波数 2.0 GHz を実現し、最大ベクトル性能が CPU 当たり 32 GFLOPS、シングル

ノード当たりの最大ベクトル性能が 256 GFLOPS を持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 512 GB/s、ノード間データ転送理論性

能は 16 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 3,640 
GFLOPS、メモリロード・ストア速度の代表的ベンチマークプログラム STREAM において、約 6,560 
GB/s を実現している。 

 

表 1 現�システムのスーパーコンピュータ性能。 

 

 SX-8R/128M16 
ノード数 16 nodes 
CPU 数 128 CPUs 
理論演算性能 4.096 TFLOPS 

(256 GFLOPS/node) 
メモリ容量 1.536 TB 

(128 GB x 8 nodes, 
64GB x 8 nodes) 

 

 

1.2.2  Xeon5100 シリーズを採用したスカラ処理用シ�ュレーシ�ン環境の実現 

スカラ処理用計算機として、CPU にデュアルコアプロセッサ Intel Xeon 5160（3GHz）を 2 個搭

載したサーバNEC Express5800/120Ri-2を高速なネットワーク InfiniBand (10Gbps)で結合したシス

テムを搭載している。  

デュアルコア技術を採用し、省電力、省スペースを兼ね備えている。 

 

1.2.3  ��な��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な環境を構築した高信頼性のストレージシステム

を実現するために、NEC 製「iStorage シリーズ」、SGI 社製「Infinite Storage 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-8R の I/O に特化した SAN(GFS)を構築することにより、高

速な I/O を実現する。 

- 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、

SAN(CXFS)による高速ファイル共有を実現する。 

- 大容量ファイルシステムは、一定期間アクセスされないなどの特定条件を満たしたファ

イルが階層型ファイルシステム（HSM）により、自動的にマイグレートされる方式をとる。 

 

�ーワード� 
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2 . スーパーコンピュータ利用実� 
 

2.1  ���利用時間 

CPU 時間： 

1 ノード未満ジョブ：12,317 hours（所内課題：7,794 hours, 所外課題：4,523 hours） 

1 ノードジョブ  ：531,445 hours（所内課題：307,076 hours, 所外課題：224,369 hours） 

2 ノードジョブ  ：242,263 hours（所内課題：128,355 hours, 所外課題：113,909 hours）  
(Total 786,025 hours) 
 

2.2  利用�� 

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 20 年度のジョブクラスの設定は表 2 および表 3 の通りである。運用状況により、適宜改善

提案を行っている。 

 

表 2 �クトルジョブクラス設定。 

 

キュー名 用途 最大同

時実行

数*1 

CPU 時間制

限 
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_deb デバッグ 8(2)  2H 0.6H 62GB 1～8 scvec16 

v_cpu 1～4CPU利用 8(5) 168H 40H 62GB 1～7 scvec16 

v_1nA 1node 内並列 8(3) 96H 13.2H 62GB 5～8 scvec01 – 
scvec08 

v_1nB 1node 内並列 7(3) 96H 13.2H 124GB 5～8 scvec09 – 
scvec15 

v_2nA 2node 間並列 4(3) 96H/node 13.2H 62GB/node 9～16 scvec01 - 
scvec08 

v_2nB 2node 間並列 3(3) 96H/node 13.2H 124GB/node 9～16 scvec09 - 
scvec15 

*1 括弧内数字は、各ユーザの同時実行可能本数 

 

表 3 ス�ラジョブクラス設定。 

 

キュー名 用途 最大同時

実行数 

CPU 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 8 72H 8GB/host scsl01 – scsl14 
s_p4 4 CPU ジョブ 3 72H 8GB/host scsl01 – scsl14 
s_p8 8 CPU ジョブ 2 72H 8GB/host scsl01 – scsl14 

s_p16 16 CPU ジョブ 3 72H 8GB/host scsl03 – scsl14 
s_p32 32 CPU ジョブ 1 72H 8GB/host scsl03 – scsl14 
s_nrc 大気汚染予測システム 24 72H 8GB/host scsl15 – scsl20 
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2.2.2  計算機利用時間 

平成 20 年度におけるベクトル処理用計算機 SX-8R の利用状況を図 2 に示す。 
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図 2  平成 20 年度システム利用状況。 

 

3 . 本システムの機能強化点 
 
以下では、本システムにおける機能強化点である、バッチ処理システム、ジョブスケジューリ

ング機能を有する NQSII/ERSII について記載する。 

 

3.1  NQSII 
3.1.1  ��なリソース管理機能 

SUPER-UX NQSII は、ジョブサーバホスト上で実行されているジョブが使用中のリソース（CPU
数、メモリ量）を一定時間間隔でモニタリングしリソースの使用状況をリアルタイムに管理する。

これにより、精度の高いロードバランス機能をサポートし実行ホストの持つ高価な計算リソース

を最大限利用できるようにする。また、NQSII は以下に示す特長を有す。 

 

3.1.2  ファイルステージング機能 

SUPER-UX NQSII は、ジョブの実行に関係するファイル群をクライアントホストと実行ホスト

間で転送するファイルステージング機能をサポートする。これにより、ジョブへの入力となるデ

ータファイルをジョブ実行ホスト上に予め展開することが可能となる（ステージイン）。また、ジ

ョブ実行後には任意のジョブ出力ファイルだけをユーザが指定した場所へ返却することも可能で

ある（ステージアウト）。 

本研究所では、さらに拡張し独自のステージングスクリプトを使用してバッチサーバを経由せ
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ず LAN フリーのファイル転送を行うことが可能な外部ステージング方式を採用している。これに

より、GFS と CXFS の異なるファイルシステム間で、バッチジョブの実行に関係するファイルの

転送を行うことを実現している。 

 

3.1.3  動的ジョブマイグレーション機能 

SUPER-UX NQSII では、あるノード上で実行中のジョブを他のノード上へ動的に移動させるジ

ョブマイグレーション機能をサポートする。SX-8 シリーズではジョブマイグレーションがより確

実に成功するための機能強化を実現している。マイグレーション時に任意のデータファイルもマ

イグレーション先ノードへ転送し、ジョブ実行に必要不可欠なデータファイルがマイグレーショ

ン先でも確実に参照できるようにしている。さらに、複数ノードで構成されるクラスタ環境下で、

ジョブに割り当てられるプロセス ID、ジョブ ID をユニークに保つマルチノード ID リザーブ機能

を実現しており、異なるノードへのジョブマイグレーションが ID 重複により失敗することを防い

でいる。 

 

3.1.4  スケジューリング機能 

SUPER-UX NQSII では、サイトの運用形態やポリシーに合わせて異なる複数のスケジューラを

キュー単位に運用可能である。NQSII 標準スケジューラでサポートするスケジューリング機能は、

バッチリクエストを実行するジョブサーバをリソースベースに動的に割り当てるデマンドスケジ

ューリングをサポートする。 

 

3.2  ERSII 
SUPER-UX ERSII(Enhanced Resource Scheduler II)は、NQSII 専用に高度なスケジューリングを実

現する機能を提供する拡張スケジューラ機能である。ERSII は、フェアシェアスケジューリング

機能とジョブ実行ホストのロードバランス機能を実現する。 

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、およびアカウントコードを単位

としたリソース使用量を常に監視し、それぞれに対して公平にリソースが分配されるようジョブ

の実行優先度（ジョブランク）を算出し、ジョブランクの高いジョブから実行するスケジューリ

ングが可能となる。 

ロードバランス機能では、実行ホストの CPU、メモリ、およびメモリファイル機能（MFF）の

使用状況を監視し、リソース使用量の少ない実行ホストからジョブを割り当て、実行する。また、

各実行ホストの CPU、メモリなどの使用状況に応じて動的にジョブのホールド、リリース、ジョ

ブマイグレーションなどを実施し、実行ホストのリソース使用量が設定された閾値を超えないよ

うに制御するとともに、各実行ホストの負荷を均等化することが可能となる。 

 

本研究所では、フェアシェアスケジューリング、ロードバランス機能およびジョブマイグレー

ション機能は使用せず、研究所独自運用ポリシーに基づき運用を行っている。 
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Overview of the NIES Supercomputer Systems 
 
Environmental Information Center, National Institute for Environmental Studies 
NEC Corporation 
 
Abstract: 

In March 2007 the National Institute for Environmental Studies (NIES) replaced its SX-6/64MB 
system with a NEC SX-8R/128M16 supercomputer system running the SUPER-UX OS. The system is 
configured with an SX-8R (for the vector calculations server) and other central machines; NEC 
Express5800/120Ri-2 (for the scalar calculations server and front-end server), SGI Origin350, HP ProLiant 
DL585, and so on. The network utilizes a gigabit Ethernet switch. 

 
The SX-8R/128M16 has a peak vector performance of 4.096 TFLOPS (256 GFLOPS per node), and 

has the following features: 
 

-1.536 TB of main memory (64GB per node x8, 128GB per node x8) 
-large capacity file system (about 30 TB of raid disk for the front-line disk and about 320 TB for the 
near-line disk) 
-large capacity tape library  
-inter-node crossbar switch (IXS) interface at 16 GB/s 
-1000BASE-SX interface at 1 Gbps 

 
 
Keywords: 
SX-8R, Vector computing, Scalar computing, Large scale memory, Large file system 
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CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT 
 

Vol. 1 CGER-I021-’96 (在庫無し) 
Turbulence Structure and CO2 Transfer at the Air-Sea Interface and Turbulent Diffusion in 
Thermally-Stratified Flows 

Vol. 2 CGER-I022-’96 
A Transient CO2 Experiment with the MRI CGCM: Annual Mean Response 

Vol. 3 CGER-I025-’97 
Study on the Climate System and Mass Transport by a Climate Model 

Vol. 4 CGER-I028-’97 (在庫無し)  
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 
Three-Dimensional Circulation Model Driven by Wind, Density, and Tidal Force for Ecosystem 
Analysis of Coastal Seas 

Vol. 6 CGER-I040-2000 
Tropical Precipitation Patterns in Response to a Local Warm SST Area Placed at the Equator of an 
Aqua Planet 

Vol. 7 CGER-I045-2001 
New Meteorological Research Institute Coupled GCM (MRI-CGCM2):  
Transient Response to Greenhouse Gas and Aerosol Scenarios 

Vol. 8 CGER-I055-2003 (在庫無し)  
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 
Vortices, Waves and Turbulence in a Rotating Stratified Fluid 

Vol.10 CGER-I060-2005 
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 
Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics in the Catchment 
of East Asia (Part I) 
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Vol.12 CGER-I073-2007 
Climate Change Simulations with a Coupled Ocean-Atmosphere GCM Called the Model for 
Interdisciplinary Research on Climate: MIROC 

Vol.13 CGER-I080-2008 
Simulations of the Stratospheric Circulation and Ozone during the Recent Past (1980-2004) with the 
MRI Chemistry-Climate Model  

Vol.14 CGER-I083-2008 
Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics in the Catchment 
of East Asia (Part II) 
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