国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報

ISSN 1341-4356

CGER-REPORT

CGER-I095-2010

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 21 年度

平成

NIES Supercomputer Annual Report 2009

年度

21

国立環境研究所地球環境研究センター 編

地球環境研究センター
Center for Global Environmental Research

CG ER -I 0 95 - 20 1 0

独立行政法人 国立環境研究所
National Institute for Environmental Studies, Japan

ISSN 1341-4356

CGER-REPORT

CGER-I095-2010

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 21 年度
NIES Supercomputer Annual Report 2009

国立環境研究所地球環境研究センター 編

地球環境研究センター
Center for Global Environmental Research

独立行政法人 国立環境研究所
National Institute for Environmental Studies, Japan

平成 21 年度スーパーコンピュータ研究利用専門委員会
金田康正

東京大学情報基盤センター

鬼頭昭雄

国土交通省気象研究所

野田

独立行政法人海洋研究開発機構

彰

丸山康樹

財団法人電力中央研究所

今村隆史

独立行政法人国立環境研究所大気圏環境研究領域

木幡邦男

独立行政法人国立環境研究所水土壌圏環境研究領域

松本公男

独立行政法人国立環境研究所環境情報センター

岸部和美

独立行政法人国立環境研究所環境情報センター

野尻幸宏

独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター

スーパーコンピュータ事務担当
研究利用：地球環境研究センター
運用管理：環境情報センター

スーパーコンピュータ運用
日本電気株式会社

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 21 年度に実施された利用研究の成果として、全 16 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 22 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
笹野泰弘
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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
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・塩竈秀夫・
中村 哲・川瀬宏明
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・関谷高志・井上忠雄
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
㈱中電シーティーアイ制御システム部 榊原篤志・長谷川晃一
要旨：
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。
最終年度となる今年度は、昨年度に一応の統合が完了していた対流圏化学過程と対流圏エアロ
ゾル過程に関して、両過程で受け渡しが必要な化学変数や計算の分担に関して、統合モデルの使
用目的を考慮した詳細な方針を確定しコードの統合を最終的に完了させた。同様に、本課題によ
り開発・調整を行った成層圏化学過程とも統合させ、地球システム統合モデルの大気化学・エア
ロゾル関連のコード上の統合が全て完了した。現在、当課題の成果を組み込んだ地球システム統
合モデルの開発は、海洋研究開発機構などの別機関で続けられており、陸上の各種プロセスを組
み込み、最終調整に進んでいる。一方、既存のモデルを用い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将来予測実験（1960-2100）の感度実験、②大気海洋結合
モデル（MIROC）を用いたエアロゾル第 2 種間接効果による瞬時降水量変化の診断手法開発を含
んだ降水量変化の要因分析、③対流圏エアロゾル輸送モデル（SPRINTARS）を用いた対流圏エア
ロゾル過去再現実験、④異なる手法を用いた東アジアにおけるオゾン前駆物質の発生源別寄与率
評価、などを行った。
キーワード：
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・塩竈秀夫
中村 哲・川瀬宏明
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・関谷高志・井上忠雄
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
㈱中電シーティーアイ制御システム部 榊原篤志・長谷川晃一

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
気候変動に関する政府間パネル（Intergovermental Panel on Climate Change:IPCC）報告書や国際
気象機関（World Meteorological Organization: WMO）オゾン科学アセスメント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た“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、海洋研究開発機構地球環境フロンティ
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。
キーワード：
地球システム統合モデル、大気化学、大気エアロゾル

2. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 495 hrs, 1 ノード: 449,467 hrs, 2 ノード: 101,036 hrs, 計: 550,998 hrs
2.2 利用概要
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、20 GB 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尐なく（<8GB）、
テストのケース数もそう多くはなかったため、データ出力の総計は 0.5TB 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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モデル名

表 1 本課題で行ったモデル計算の詳細。
MIROC
SPRINTARS
秋吉モデル

モデルの分類
計算に要するメモリ量［GB］
出力データ/1モデル年 ［GB］
昨年度計算実績［モデル年］

CHASER

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

12
1.5
2000

50
40
1000

7～40
3～45
210

8.5～25
15～33
45

3. 研究結果
3.1 概要
昨年度に一応の統合が完了していた対流圏化学過程と対流圏エアロゾル過程に関して、両過程
で受け渡しが必要な化学変数や計算の分担に関して、統合モデルの使用目的を考慮した詳細な方
針を確定しコードの統合を最終的に完了させた。更に、これを本課題により開発・調整を行った
成層圏化学過程とも統合させ、地球システム統合モデルの大気化学・エアロゾル関連のコード上
の統合が全て完了した。一方、既存のモデルを用い研究もそれぞれ進展した。今年度は、①成層
圏化学気候モデル（秋吉モデル）を用いた成層圏オゾン層の将来予測実験の感度実験、②大気海
洋結合モデル（Model for Interdisciplinary Research on Climate: MIROC）を用いたエアロゾル第 2 種
間接効果による瞬時降水量変化の診断手法開発を含んだ降水量変化の要因分析、③対流圏エアロ
ゾル輸送モデル（Spectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species: SPRINTARS）を用いた対流
圏エアロゾル過去再現実験、④対流圏化学輸送モデル（CHemical AGCM for Studies of atmospheric
Environment and Radiative forcing: CHASER）を用いた異なる手法による東アジアのオゾンに対する
前駆物質の発生源別寄与率評価、などを行った。
3.2 背景と目的
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 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
今年度は、昨年度までにそれぞれ高度化が済みコード上の統合もほぼ完了していた対流圏化学
過程（CHASER）と、対流圏エアロゾル過程（SPRINTARS）に関して、IPCC の次期報告書への
貢献を念頭に置いた最終的な仕様の確定を行った。それにより SOx 系の計算は全て SPRINTARS
が担当し、計算に必要な大気中の O3、OH、H2O2 量は CHASER から受け渡すことや、SPRINTARS
と秋吉モデルにおける硫酸系エアロゾルの落下過程の分担など、コード上の整理が完了し、地球
システム統合モデルの大気化学・エアロゾル過程の高度化という本課題における研究目的の一つ
が達成された。図 1 に、本課題により完成した対流圏－成層圏結合大気科学・エアロゾル過程の
概念図を示す。開発された対流圏－成層圏結合大気化学・エアロゾル過程を用いる事により、成
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層圏－対流圏間の物質交換量の推定がより自然に近い形で行えるようになったり、共に大気汚染
物質であり大きな放射強制力を持つオゾンとエアロゾルの同時計算が出来るようになったり、と
いった我々のグループにおける既存のモデルでは十分に取り扱う事の出来なかった事柄の計算が
可能になり、モデルを用いた研究の幅を広げる事が期待される。図 2 と図 3 に、開発中に行った
テスト実験で計算されたオゾンの分布（図 2）と放射強制力（図 3）を示す。図 2（右）に示した
南極オゾンホールは観測に比べてまだ尐し小さめではあるが、特徴的な水平分布を良く再現して
おり、同時に図 2（左）に示したような東アジアにおける越境大気汚染のような状況も現実的に
再現する事が出来ている。また、図 3 に示すように、今までは別々に行われていた、オゾンやエ
アロゾルによる放射強制力の評価を同じモデルを使って同時に行う事が可能になった。

図 1 対流圏化学過程（CHASER）、対流圏エアロゾル過程（SPRINTARS）、成層圏化学過程（秋吉
モデル）を統合した、地球システム統合モデルの大気化学・エアロゾル関連部分の概念図。

図 2 地球システム統合モデルにより計算されたオゾンの分布例。（左）春期の東アジアで大陸から日
本に向けて輸送される高濃度オゾン（＝汚染）空気。（右）特徴的なクロワッサン構造を持って計算
された南極オゾンホール。

- 4 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

対流圏オゾン(JJA)

[W/m2]

黒色炭素エアロゾル(JJA)

[W/m2]

図 3 地球システム統合モデルにより計算された、夏期（6－8 月）における（左）対流圏オゾン、（右）
黒色炭素エアロゾル、による放射強制力の水平分布図。

3.4 既存モデルを用いた気候研究
3.4.1 化学気候モデル相互比較（CCMVal 2）に対応した成層圏オゾン層の将来予測実験
昨年度に引き続き、国際的な成層圏科学の研究プロジェクトである SPARC(Stratospheric
Processes And their Role in Climate：成層圏過程とその気候影響研究）が 2010 年に発行予定の成層
圏化学気候モデルの現状に関する報告書に向けた 2 回目のモデル間相互比較プロジェクト
（Chemistry-Climate Model Validation Activity 2:CCMVal2; Erying et al., 2008）に準拠した実験を行
った。実験は、昨年度に秋吉モデルを用いた成層圏化学場の将来予測実験に対する感度実験であ
り、1960-2100 年の期間に関して、将来におけるフロン類の規制と温室効果気体の増加（=将来シ
ナリオ）を双方考慮した標準実験（昨年度実施）に対して、1)フロン類の規制のみを課したケー
ス、2）温室効果気体の増加のみを課したケース、3）フロン類規制や温室効果気体の将来シナリ
オを変えた場合（2 ケース）、4）フロン類の規制を全く行わないケース、などを行い結果の比較
を行った（図 4）。その結果、フロンの規制だけを行う場合には、温室効果気体の増加による成
層圏の寒冷化によって成層圏オゾンの回復は早まる事や将来シナリオの違いによる回復時期の違
いは小さい事などが示された。

図 4 南半球の中高緯度（40°S－90°S）におけるオゾン全量最小値の時系列（1960-2100 年）。それぞ
れ、標準実験（黒）、温室効果気体の増加のみ（青）、フロン類の規制のみ（緑）、フロン類の規制
無し（赤）、別の将来シナリオ（A2:水色、B1:ピンク）。
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3.4.2 第 2 種間接効果による瞬時降水量変化を診断する新手法の開発を含んだ降水量変化の要因
分析
昨年度の研究により、炭素性エアロゾルが増加すると降水量を著しく減尐させる効果を持つこ
とが示された。今年度は、この降水量減尐効果に関して更に詳細な解析を行った。まず、モデル
で計算された降水量の変化を、水蒸気量の変化、上昇流の変化、エアロゾルによる第 2 種間接効
果の変化、という 3 要因に分けるため、以下のような線形回帰モデルを用いてそれぞれの大きさ
を見積もった。
ΔP/P = ΔQ/Q + αΔω/ω + βΔNc/Nc + residuals (1)
それぞれの項は、P：降水量、Q：可降水量、ω：上昇流速、Nc：雲凝結核数密度、の全球平均
値であり、ΔX は平年値からの差である。図 5 には、MIROC モデル（K-1 model developers, 2004）
に将来の炭素性エアロゾル増加シナリオ（SRES-A2 相当）のみを課した場合に計算された各項の
時系列を示した。これによれば、全球平均降水量減尐の約 1/3 は、炭素性エアロゾルによる第２
種間接効果によって引き起こされていることがわかった。この結論を補強するために、回帰モデ
ルとは別に、エアロゾルの増加による降水量変化を診断する手法を開発した。この手法では、モ
デルで降水量を計算する際に、将来シナリオに沿って増加したエアロゾル量と、2000 年値で固定
したエアロゾル量の二種を与えて計算し、その差をエアロゾルによる瞬時降水量変化と定義する。
これを回帰モデルによる評価結果と比較したところ（図 5 中の黒点線）、両者の一致は大変に良
く、回帰モデルによって得られた炭素性エアロゾルによる降水量変化の要因推定結果の妥当性が
確かめられた。

図 5 SRES-A2 シナリオにおける炭素性エアロゾルの増加のみを課した実験における、ΔP/P（黒実
線、ΔQ/Q（赤実線）、αΔω/ω（緑実線）、βΔNc/Nc（青実線）及び後者 3 つの和（黒破線）。黒
点線は、別途見積もった、炭素性エアロゾルによる瞬時降水量変化。

3.4.3 全球エアロゾル相互比較（AeroCom）に対応した過去再現実験
今年度は SPRINTARS（Takemura et al., 2002）を用いて全球エアロゾルモデルの国際的な相互比
較プロジェクト(Aerosol Comparisons between Observations and Models: AeroCom)に準拠した実験
を行い、過去のエアロゾル場の再現実験を行った。実験は、同プロジェクトによって新規に用意
されたエアロゾル排出量推計値（1980-2008 年）を用いて行った。図 6 に、計算されたエアロゾル
による全球平均放射強制力を示した。黒色系の線で示した、前回の IPCC 報告書で使用されたエ
アロゾルの排出量推計値を用いた実験の結果と比べると、今回の AeroCom による排出量推計値を
用いた場合（紫色系の線）には、エアロゾルの直接効果による負の放射強制力が全天で尐し大き
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くなり、晴天域では逆に尐し小さくなっていた。また、エアロゾルの間接効果による放射強制力
は、顕著に小さくなっており、前回の IPCC 報告書時に比べて 6 割程度の大きさになっていた。
最新の AeroCom 用エアロゾル排出量推計値では、特に炭素性エアロゾルの排出量がこれまでに比
べて小さく見積もられており、それらが影響している事が考えられるが、詳しい原因の究明は今
後の課題である。

図 6 異なったエアロゾル排出量推計シナリオをモデルに与えて評価した、対流圏界面における全球平
均した放射強制力の時系列。それぞれのシナリオに関して、濃色の線はエアロゾルの直接効果による
放射強制力（実線：全天、点線：晴天域のみの場合）、淡色の実線はエアロゾルの間接効果による放
射強制力。

3.4.4 異なる手法による対流圏オゾンの発生源別寄与率評価とその相違の解析
今年度は、様々な大気汚染物質の発生源からの寄与を定量的に推定する手法としてよく用いら
れる二つの手法（Tag 付トレーサー法、ゼロエミッション法）を用いて、共通の設定の下で複数
モデル年に渡る実験を行い、発生源別寄与の評価結果がどのように異なるかを調べた。昨年度に
行った Tag 付きトレーサー輸送モデル（Sudo and Akimoto, 2007）を用いた実験に対して、今年は
ゼロエミッション法を用いた実験を行った。この手法では、Tag 付きトレーサー法で用いたのと
同一のエミッションデータを用いた実験と中国からのオゾン前駆物質のエミッションのみを完全
に抑止した実験の二つを行って、その差から中国起源のオゾン量を推定する。その結果は、図 7
に示すように、中国起源オゾンが多い領域の水平分布には共通性があるものの、寄与の大きさは
発生源として指定した中国内部で最も大きな相違が見られ、一般的に Tag 付トレーサー法による
推定値の方がゼロエミッション法による推定値に比べて大きくなっていることが分かった。一方、
西太平洋の亜熱帯には、ゼロエミッション法による推定値の方が大きくなる領域が広がっている
ことが示された。
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図 7 Tag 付トレーサー法（a）とゼロエミッション法（b）によって評価した地表オゾンに対する年平
均した中国起源オゾンの寄与（ppbv）。(c)は両者の差（Tag 付トレーサー法－ゼロエミッション法）。

参考文献
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Shepherd T.G., Waugh D.W. (2008) Overview of the New CCMVal reference and sensitivity simulations in
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4. まとめ
本課題の最終年度となる今年度までに、予定していた対流圏－成層圏の化学過程とエアロゾル
過程の統合をほぼ完了する事が出来た。テスト計算で再現された化学物質やエアロゾルの分布・
動態には、まだ調整の必要な部分もあるが、他機関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
た成層圏オゾン層に対する将来シナリオの感度実験が行われ、MIROC を用いて将来の降水量変化
に対する各種プロセスの大きさが定量的に調べられた。また、SPRINTARS を用いて、最新の排出
量推計値にもとづいたエアロゾルの過去再現実験が行われ、それに伴う放射強制力変化が評価さ
れた。更に、CHASER を用いて異なる評価手法（Tag 付トレーサー法、ゼロエミッション法）に
よる、東アジアの地表オゾンに対する発生源別の寄与率が評価され、比較された。
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5. 今後の研究展望
本課題は今年度で終了するが、開発された対流圏－成層圏結合大気化学・エアロゾル結合過程
を組み込んだ地球システム統合モデルの開発は、海洋研究開発機構などの別機関において続けら
れており、陸上の各種プロセスを組み込み、包括的な地球システムモデルとして最終調整の段階
を迎えている。今後は、このモデルを用いて、IPCC の次期報告書用に気候の過去再現実験、将来
予測実験が計画されている。
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Abstract:

An Earth system model (ESM) which includes chemical and aerosol processes in the atmosphere and
carbon cycle in the ocean and on the lands has been developed by the National Institute for Environmental
Studies (NIES); Center for Climate System Research (CCSR), University of Tokyo; Frontier Research
Center for Global Change (FRCGC) and other cooperative institutes. Our project was launched to cover the
development of atmospheric chemistry and aerosol processes of the ESM. Our goal has been to introduce
the sophisticated treatment of both processes into the ESM and to tune the model through the simulation of
climate and atmospheric environment in the recent past. Another purpose of our project has been to conduct
climate studies with the existing models which compose the ESM.
In this fiscal year, we finished coupling the tropospheric aerosol module and tropospheric chemistry
module. The coupled tropospheric module was then merged with the stratospheric chemistry module,
which had been developed in this project, to form the whole troposphere-stratosphere coupled
aerosol-chemistry module. In this module, the amount of sulfate aerosols is calculated by using the
model-calculated O3, OH, and H2O2 concentrations, and the calculated aerosols, which in turn affect the
amount of chemical species like O3 through photolysis, are used in the radiation transfer calculation. This
sort of interaction between chemistry and aerosol processes are introduced into our ESM for the first time
in the present study. Using the existing models, several climate studies were carried out. These include 1)
sensitivity simulations of stratospheric ozone with CCSR/NIES CCM to different future scenarios of
greenhouse gases and ozone depleting substances, 2) quantitative estimation of the relative importance of
several factors which can cause change in precipitation (including the development of a method to diagnose
the instantaneous change in precipitation due to the 2nd indirect effect of carbonaceous aerosols) using the
atmosphere-ocean general circulation model, 3) reproduction of the aerosol distribution in the recent past
with the newest surface emission data, and 4) comparison of source attributions of surface ozone in East
Asia by using two different methods.
Keywords:
Earth system model, Atmospheric chemistry, Atmospheric aerosols
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研究課題名：
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
課題代表者：気象研究所 環境・応用気象研究部
共同研究者：気象研究所 環境・応用気象研究部

柴田清孝
出牛 真

要旨：
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やオゾン層破壊物質がオ
ゾン層にどのような影響を与えるかを調べる。
キーワード：
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
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研究課題名：
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 21 年度～21 年度
課題代表者：気象研究所 環境・応用気象研究部
共同研究者：気象研究所 環境・応用気象研究部

柴田清孝
出牛 真

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。
キーワード：
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利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 0 hr, 1 ノード: 62,858 hrs, 2 ノード: 0 hr, 計: 62,858 hrs
2.2 利用概要
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 概要
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 背景と目的
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（60˚S-60˚N）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 年）では CCM
の将来予測実験(Eyring et al., 2007)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.,
2006)、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。
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。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い、さらに、オゾン層破壊物質や温室効果気体の影響を調べるため、ハ
ロゲン類を 1960 年代値に固定する過去再現－将来予測（1960-2100）実験：SCN-B2b、気候を 1960
年代値に固定する（温室効果気体濃度、海面水温、海氷を 1960 年代に固定、ただし季節サイクル
はある）過去再現－将来予測（1960-2100）実験：SCN-B2c を行った。全球平均のオゾン全量（DU）
の 1960 年から 2100 年までの推移を図 1 に示す。REF-B2（3 メンバー平均）や SCN-B2c では人為
的なハロゲン類の経年変化に呼応して 2000 年過ぎまで急激に減少し、以後はゆっくりと増加して
いるが、SCN-B2b では非常にゆっくりと減少している。これらのことは、オゾン全量では温室効
果気体の増加による気候変化よりハロゲン類の影響がはるかに大きいことを示している。気候変
化の影響は SCN-B2b の結果や REF-B2 と SCN-B2c の差で表れている。
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図 1 全球平均の年平均オゾン全量（単位はドブソン（DU））の 1960 年から 2100 年までの推移。
黒は REF-B2 の 3 メンバー平均、赤はハロゲン類固定の SCN-B2b、緑は気候固定の SCN-B2c であ
る。

図 2 南極オゾンホールの年最大面積（単位は 106km2）の推移。黒は REF-B2 の 3 メンバー、緑
は気候固定の SCN-B2c である。

図 2 は南極オゾンホール年最大面積の推移を示したものである。ハロゲン類固定の SCN-B2b で
はオゾン全量が 220DU 以下にならないのでオゾンホールは発生しない。年々変動はいずれのラン
でも同じ程度の大きさを示しているが、全体的な変化傾向はよく似ている。オゾンホールの最大
値は 2000 年付近であることが再現されており、これが消滅するのは 2070-2080 年であることを示
している。さらに、温室効果気体増加による気候変化は影響が小さいことも示している。
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Eyring V., Butchart N., Waugh D.W., Akiyoshi H., Austin J., Bekki S., Bodeker G.E., Boville B.A., Bruhl C.,
Chipperfield M.P. (2006) Assessment of temperature, trace species and ozone in chemistry-climate model
simulations of the recent past, J. Geophys. Res., 111, D22308, doi:10.1029/2006JD007327.

- 16 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

Eyring V., Waugh D.W., Bodeker G.E., Cordero E., Akiyoshi H., Austin J., Beagley S.R., Boville B.A., Braesicke
P., Bruhl C. (2007) Multimodel projections of stratospheric ozone in the 21st century. J. Geophys. Res.,
112, D16303, doi:10.1029/2006JD008332.
Shibata K., Deushi M., Sekiyama T.T., Yoshimura H. (2005) Development of an MRI chemical transport model
for the study of stratospheric chemistry, Papers in Geophysics and Meteorology, 55, 75-119.
World Meteorological Organization (WMO) (2007) Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006, World
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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 年出版）に使われる予定である。

5. 今後の研究展望
対流圏の化学は非常に簡単に扱われているが、対流圏オゾンやエーロゾルも将来予測にとって
非常に大きな影響を与えるので、これらの過程を含むようにモデルを拡張する必要がある。さら
に、海洋は海面水温を外部条件として与えているだけであり、大気海洋の相互作用も重要なので、
海洋も取り扱う必要がある。

6． 研究成果発表
6.1 誌上発表（査読有）
Cagnazzo C., Manzini E., Calvo N., Douglass A., Akiyoshi H., Bekki S., Chipperfield M., Dameris M., Deushi
M., Fischer A.M., Garny H., Gettelman A., Giorgetta M.A., Plummer D., Rozanov E., Shepherd T.G..,
Shibata K., Stenke A., Struthers H., Tian W. (2009) Northern winter stratospheric temperature and ozone
responses to ENSO inferred from an ensemble of Chemistry Climate Models, Atmos. Chem. Phys., 9,
8935-8948.
Austin J., Wilson R.J., Akiyoshi H., Bekki S., Butchart N., Claud C., Fomichev V.I., Forster P., Garcia R.R.,
Gillett N.P., Keckhut P., Langematz U., Manzini E., Nagashima T., Randel W.J., Rozanov E., Shibata K.,
Shine K.P., Struthers H., Thompson D.W.J., Wu F., Yoden S. (2009) Coupled chemistry climate model
simulations of stratospheric temperatures and their trends for the recent past, Geophys. Res. Lett., 36,
L13809, doi:10.1029/2009GL038462.
Gettelman A., Birner T., Eyring V., Akiyoshi H., Plummer D.A., Dameris M., Bekki S., Lefevre F., Lott F.,
Bruehl C., Shibata K., Rozanov E., Mancini E., Pitari G., Struthers H., Tian W., Kinnison D.E. (2009) The
tropical tropopause layer 1960-2100, Atmos. Chem. Phys., 9, 1621-1637.
Tourpali K., Bais A.F., Kazantzidis A., Zerefos C.S., Akiyoshi H., Austin J., Bruhl 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
in the 21st century based on ozone and temperature projections from chemistry-climate models, Atmos.
Chem. Phys., 9, 1165-1172.
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Tel: 029-853-8710 Fax: 029-855-7240
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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 the long-term variations in the ozone layer were analyzed. In addition, scenario
experiments were also performed to investigate quantitatively when the ozone layer would recover to
pre-ozone-hole state and how global warming, due to the increase of greenhouse gases and/or ozone
depleting substances, affects the ozone layer.
Keywords:
Chemistry-climate model, Ozone depletion, Greenhouse gas, Global warming, Future prediction of the
ozone layer
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研究課題名：
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
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・阿部学
海洋研究開発機構地球環境変動領域 横畠徳太
要旨：
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
測するための実験的気候予測システムを構築した。このシステムは、大気海洋結合大循環モデル
を用いて海洋表層の水温、塩分のデータ同化を行い、その結果作成された初期値からアンサンブ
ル予測を行うものである。昨年度は、新しいアンサンブル摂動作成法を開発することで予測シス
テムの計算コストを低減した。この手法は、従来と比べて同じ程度の予測精度を維持しつつ計算
コストは約 1/10 になる特長を持つ。昨年度はこのほか、IPCC 第 5 次報告の準備の一環として火
山噴火実験の実施方法を改善した。この改善により、ピナツボ火山噴火に対するモデルの気温応
答が以前よりも現実的になることが確認された。
キーワード：
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、火山噴火
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4.
まとめ
研究課題名：
昨年度は、近未来気候予測の手法開発の一環として計算コスト低減に取り組み、新しいアンサ
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

ンブル摂動作成法を開発することで解決の方向性を示した。この手法は、1 メンバーの同化実験
から得られる月平均の解析インクリメントを用いて初期摂動と初期値を作成するものである（AIP
実施年度：
法）。AIP 法はこれまで採用していた方法（アンサンブルデータ同化）と比べて計算コストが約
平成 19 年度～21 年度
1/10 である一方で、予測精度は従来と同じ程度であることが示唆された。昨年度はこのほか、IPCC
第
5 次報告の準備の一環として火山噴火実験の実施方法を改善した。具体的には、火山性エアロ
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
ゾルの光学的厚さのデータを入力する高度を以前よりも適切にした。この改善により、ピナツボ
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・
火山噴火に対するモデルの気温応答が以前よりも現実的になることが確認された。
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・阿部学

5. 今後の研究展望
海洋研究開発機構地球環境変動領域 横畠徳太

本研究課題では当初の目標として、気候モデル MIROC による(a)年々変動再現性の向上、(b)
近未来予測の手法確立、
(c)降水予測の信頼性向上、(d)気候感度推定の不確実性低減、を掲げた。
1. 研究目的
3 年間の研究の結果、(a)については ENSO の再現性向上、(b)は SPAM の稼動開始、(c)は降水変
本課題の研究目的は、数値気候モデル MIROC（Model for Interdisciplinary Research on Climate）
化に対する物理的理解の進展、(d)は気候感度のパラメータ依存性低減、および火山噴火再現実験
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
による気候感度の検証準備、等の形で進展が見られた。これらの成果は、気候の将来変化をより
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
詳細に、より小さな不確実性で予測することに寄与するものである。特に SPAM による近未来予
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/
測は温暖化実験に観測データによる初期値化を取り入れる試みとして世界的にも評価が高い。一
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
方、将来予測の信頼性に関しては気候モデルによる観測の再現性能向上が鍵となるが、亜熱帯下
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
層雲の分布再現を含めて未解決の課題も多い。解決に向けては解像度の向上と共に、観測データ
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。
を活用したモデルの検証と改良が引き続き重要である。
キーワード：
6.
研究成果発表
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、火山噴火

6.1 誌上発表（査読有）
2. スーパーコンピュータ利用実績
Mochizuki T., Ishii M., Kimoto M., Chikamoto Y., Watanabe M., Nozawa T., Sakamoto T.T., Shiogama H.,
Awaji T., Sugiura N., Toyoda T., Yasunaka S., Tatebe H., Mori M. (2010) Pacific decadal oscillation
2.1 hindcasts
計算機利用時間
relevant to near-term climate prediction. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 5, 1833-1837.
CPU 時間 1 ノード未満: 315 hrs, 1 ノード: 89,385 hrs, 2 ノード: 77,766 hrs, 計: 167,466 hrs
6.2 口頭発表
Chikamoto Y., Kimoto M., Watanabe M., Mori M., Ishii M., Mochizuki T. (2009) Ensemble Generation Method
for Decadal Climate Prediction. IAMAS/IAPSO/IACS Joint Assembly.
2.2 利用概要
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・
7.
連絡先
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。
小倉知夫
〒305-8506
茨城県つくば市小野川 16-2 国立環境研究所
3. 研究結果
Tel: 029-850-2484
Fax: 029-850-2960
E-mail: ogura@nies.go.jp
3.1 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
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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。
3.2 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“MIROC5”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。

3.3 結果
3.3.1 アンサンブル摂動作成手法の開発
―昨年度までの研究成果として、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、大気海洋結合 GCM
MIROC を用いて海洋表層の水温、塩分のデータ同化を行い、その結果作成された初期値からアン
サンブル予測を行うものである。既に、中解像度の MIROC を用いた SPAM によって 10 年規模変
動予測が実施されており、北太平洋の水温に 5 年程度の予測可能性があることが示唆されている
(Mochizuki et al., 2010)。しかし、この時に採った方法ではアンサンブル予測の初期値を 10 メンバ
ー用意するためにデータ同化実験も 10 メンバー必要とされるため（アンサンブルデータ同化）、
同様の予測を高解像度の MIROC で実施するに当たり、計算コストの高さが課題となっていた。
そこで昨年度は、計算コストの低い、10 年規模変動予測に適した初期値作成手法として Analysis
Increment Perturbation (AIP)法を開発した。この手法は、1 メンバーの同化実験から得られる月平
均の解析インクリメントを用いて初期摂動と初期値を作成するものである。ここで言う「解析イ
ンクリメント」とは、データ同化実験においてモデルから得られた第一推定値と、その値に観測
値を合わせて見積もられた解析値との差で定義される。AIP 法の手順は以下の様にまとめられる。
まず、1 本の同化実験から仮に１月１日のリスタートファイル（瞬間値）を得たとする。このフ
ァイルのうち、海洋の初期値に前月（12 月）の水温の月平均解析インクリメントを 0.5 倍、1 倍、
1.5 倍して加えることで海洋初期値を 3 メンバー作成する。さらに、大気の初期値にランダムノイ
ズを加えて大気初期値を 3 メンバー作成する。最後に、大気と海洋からそれぞれ 3 メンバーずつ
を組み合わせることで 3×3=9 メンバーの初期値（大気＋海洋）が得られる。AIP 法では同化実験
１メンバーから初期値を 9 メンバー作成できるため、計算コストが同化アンサンブルの約 1/10 に
抑えられることが利点である。
SPAM に AIP 法を適用し、1960 年から 1990 年までの 5 年毎の初期値 7 例から 10 年間のアンサ
ンブル予測を行った（AIP 予測）。また、AIP 予測と比較するために、Mochizuki et al. (2010)と同
様にアンサンブルデータ同化による予測も実施した（CTL 予測）。使用したモデルはともに中解
像度 MIROC である。
MIROC の 20 世紀再現実験において海洋上層の年平均水温に見られる自然変動は、熱帯太平洋
と黒潮続流域に逆符号のシグナルが分布しており、観測で卓越する太平洋十年規模振動とよく似
た空間パターンを示す（図 1）。こうした自然変動の位相は、観測では 1970 年代に負の値、1980
年代と 1990 年代に正の値といった様子で 10 年規模で移り変わる（図 2）。このような変動に対

- 21 -

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
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

4.
まとめの CTL 予測と AIP 予測はともにほぼ全ての期間において、予測のアンサンブルスプレ
し、SPAM

昨年度は、近未来気候予測の手法開発の一環として計算コスト低減に取り組み、新しいアンサ
ッド以内に観測値が収まることが確かめられた（図
2）。AIP 予測は計算コストが低いにも関わら
ンブル摂動作成法を開発することで解決の方向性を示した。この手法は、1
メンバーの同化実験
ず、CTL
予測と同じ程度の予測精度を示すことが分かる。
から得られる月平均の解析インクリメントを用いて初期摂動と初期値を作成するものである（AIP
法）。AIP 法はこれまで採用していた方法（アンサンブルデータ同化）と比べて計算コストが約
1/10 である一方で、予測精度は従来と同じ程度であることが示唆された。昨年度はこのほか、IPCC
第 5 次報告の準備の一環として火山噴火実験の実施方法を改善した。具体的には、火山性エアロ
ゾルの光学的厚さのデータを入力する高度を以前よりも適切にした。この改善により、ピナツボ
火山噴火に対するモデルの気温応答が以前よりも現実的になることが確認された。

5. 今後の研究展望

本研究課題では当初の目標として、気候モデル MIROC による(a)年々変動再現性の向上、(b)
近未来予測の手法確立、(c)降水予測の信頼性向上、(d)気候感度推定の不確実性低減、を掲げた。
3 年間の研究の結果、(a)については ENSO の再現性向上、(b)は SPAM の稼動開始、(c)は降水変
化に対する物理的理解の進展、(d)は気候感度のパラメータ依存性低減、および火山噴火再現実験
による気候感度の検証準備、等の形で進展が見られた。これらの成果は、気候の将来変化をより
詳細に、より小さな不確実性で予測することに寄与するものである。特に SPAM による近未来予
測は温暖化実験に観測データによる初期値化を取り入れる試みとして世界的にも評価が高い。一
図
1 MIROC によって計算された、北太平洋亜表層水温の年平均偏差場の経験的直交関数第 1 モード
方、将来予測の信頼性に関しては気候モデルによる観測の再現性能向上が鍵となるが、亜熱帯下
に対する回帰係数分布。亜表層水温は表層から深さ
100 m までの鉛直平均値として定義。モデルの内
層雲の分布再現を含めて未解決の課題も多い。解決に向けては解像度の向上と共に、観測データ
部変動を抽出するために 20 世紀再現実験における 10 アンサンブル平均からの各メンバーの偏差に対
を活用したモデルの検証と改良が引き続き重要である。
して経験的直交関数解析を行った。

6. 研究成果発表

CTL

AIP

6.1 誌上発表（査読有）
Mochizuki T., Ishii M., Kimoto M., Chikamoto Y., Watanabe M., Nozawa T., Sakamoto T.T., Shiogama H.,
Awaji T., Sugiura N., Toyoda T., Yasunaka S., Tatebe H., Mori M. (2010) Pacific decadal oscillation
hindcasts relevant to near-term climate prediction. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 5, 1833-1837.
6.2 口頭発表
Chikamoto Y., Kimoto M., Watanabe M., Mori M., Ishii M., Mochizuki T. (2009) Ensemble Generation Method
1965, 75, 85
1965, 75, 85
for Decadal Climate Prediction. IAMAS/IAPSO/IACS Joint Assembly.

年（西暦）

年（西暦）

7. 2連絡先
図
経験的直交関数第 1 モードの空間パターンに射影した時係数。左が CTL 予測、右が AIP 予測。

初期値を 1965, 1975, 1985 年に設定した結果を示す。黒の実線が観測、破線が同化を示す。青の実線と
小倉知夫
陰影は予測時におけるアンサンブル平均とアンサンブルスプレッドを示す。
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2 国立環境研究所
Tel:
Fax: 029-850-2960
3.3.2029-850-2484
火山噴火実験の実施方法の改善
E-mail: ogura@nies.go.jp
IPCC 第 4 次報告のためにかつて MIROC で実施した 20 世紀再現実験では、火山噴火の取り扱
いに不十分な点があった。即ち、ゴダード宇宙航空研究所(GISS)から提供された火山性エアロゾ
ルの光学的厚さのデータは 4 つの高度カテゴリ（高度 15 km-35 km を 5 km 毎）に分布を持ってい
たが、MIROC に入力する際に簡単のため、データを鉛直積算して対流圏界面の直上層のみに入力
することとした。さらに、実験設定のミスにより、年代や季節に関係なく常に成層圏下層の 50 hPa
の層にデータが入力されていた。このため、20 世紀再現実験における 50 hPa の気温応答が観測や
他のモデルと比べて過大である事が指摘されていた。
以上の経緯を踏まえ、IPCC 第 5 次報告のための 20 世紀再現実験では火山噴火の取り扱いを改
善することとした。具体的には、GISS から提供されたデータの高度カテゴリである(1)15-20 km,
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(2)20-25 km, (3)25-30 km, (4)30-35 km について、それぞれの範囲に入るモデル鉛直層の層番号を
調べ、(1)-(4)のデータを該当する層に均等配分することとした。
実験方法を変更した効果を調べるために、データ入力を従来通り 1 層(50 hPa)にした場合と、
多層に配分した場合とでピナツボ火山噴火の再現実験を行い、観測データの再現成績を相互に比
較した。使用したモデルは中解像度の MIROC であり、1991 年 6 月の噴火を再現するために
1991-1999 年の 9 年間の積分を 5 つの異なる初期値から実施してアンサンブル平均を相互に比較し
た。
実験方法の変更により、
噴火直後に見られた 50 hPa 付近の極端な気温上昇が緩和されると共に、
70-150 hPa の対流圏上部～成層圏下部の気温上昇がより大きく現れる結果が得られた。観測との
比較では、成層圏下層の気温上昇の過大評価、および対流圏上部の気温上昇の過小評価が改善さ
れた（図 3）。また地表面気温低下の応答にもわずかながら改善傾向が見られた（図省略）。

[K]

気温 （50 hPa）

年（西暦）
[K]

気温 （100 hPa）

ERA40

旧

年（西暦）

新

図 3 全球平均した気温偏差の時系列。上段が 50 hPa、下段が 100 hPa の高度の値を示す。赤線は光学
的厚さのデータを 1 層に入力した MIROC 実験の結果。青線は同データを複数層に分配した MIROC 実
験の結果。黒線は観測(客観解析 ERA40)による値。気温偏差は、1980 年代の平均値からの差を示す。
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Meehl G.A., Hibbard K. and session participants (2006) Earth System Models: The Next Generation. Report
from Aspen Global Change Institute session.
Mochizuki T., Ishii M., Kimoto M., Chikamoto Y., Watanabe M., Nozawa T., Sakamoto T. T., Shiogama H.,
Awaji T., Sugiura N., Toyoda T., Yasunaka S., Tatebe H., Mori M. (2010) Pacific decadal oscillation
hindcasts relevant to near-term climate prediction. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 5, 1833-1837.
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4.
4. まとめ
まとめ

昨年度は、近未来気候予測の手法開発の一環として計算コスト低減に取り組み、新しいアンサ
昨年度は、近未来気候予測の手法開発の一環として計算コスト低減に取り組み、新しいアンサ
ンブル摂動作成法を開発することで解決の方向性を示した。この手法は、1
ンブル摂動作成法を開発することで解決の方向性を示した。この手法は、1 メンバーの同化実験
メンバーの同化実験
から得られる月平均の解析インクリメントを用いて初期摂動と初期値を作成するものである
から得られる月平均の解析インクリメントを用いて初期摂動と初期値を作成するものである（AIP
（AIP
法）。AIP
法はこれまで採用していた方法（アンサンブルデータ同化）と比べて計算コストが約
法）。AIP 法はこれまで採用していた方法（アンサンブルデータ同化）と比べて計算コストが約
1/10
1/10 である一方で、
である一方で、予測精度は従来と同じ程度であることが示唆された。
予測精度は従来と同じ程度であることが示唆された。昨年度はこのほか、
昨年度はこのほか、IPCC
IPCC
第
5
次報告の準備の一環として火山噴火実験の実施方法を改善した。具体的には、火山性エアロ
第 5 次報告の準備の一環として火山噴火実験の実施方法を改善した。具体的には、火山性エアロ
ゾルの光学的厚さのデータを入力する高度を以前よりも適切にした。この改善により、ピナツボ
ゾルの光学的厚さのデータを入力する高度を以前よりも適切にした。この改善により、ピナツボ
火山噴火に対するモデルの気温応答が以前よりも現実的になることが確認された。
火山噴火に対するモデルの気温応答が以前よりも現実的になることが確認された。
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5. 今後の研究展望
今後の研究展望

本研究課題では当初の目標として、気候モデル
本研究課題では当初の目標として、気候モデル MIROC
MIROC による(a)年々変動再現性の向上、(b)
による(a)年々変動再現性の向上、(b)
近未来予測の手法確立、
(c)降水予測の信頼性向上、
近未来予測の手法確立、(c)降水予測の信頼性向上、(d)気候感度推定の不確実性低減、
(d)気候感度推定の不確実性低減、を掲げた。
を掲げた。
33 年間の研究の結果、(a)については
ENSO
の再現性向上、(b)は
SPAM
の稼動開始、(c)は降水変
年間の研究の結果、(a)については ENSO の再現性向上、(b)は SPAM の稼動開始、(c)は降水変
化に対する物理的理解の進展、(d)は気候感度のパラメータ依存性低減、および火山噴火再現実験
化に対する物理的理解の進展、(d)は気候感度のパラメータ依存性低減、および火山噴火再現実験
による気候感度の検証準備、等の形で進展が見られた。これらの成果は、気候の将来変化をより
による気候感度の検証準備、等の形で進展が見られた。これらの成果は、気候の将来変化をより
詳細に、より小さな不確実性で予測することに寄与するものである。特に
詳細に、より小さな不確実性で予測することに寄与するものである。特に SPAM
SPAM による近未来予
による近未来予
測は温暖化実験に観測データによる初期値化を取り入れる試みとして世界的にも評価が高い。一
測は温暖化実験に観測データによる初期値化を取り入れる試みとして世界的にも評価が高い。一
方、将来予測の信頼性に関しては気候モデルによる観測の再現性能向上が鍵となるが、亜熱帯下
方、将来予測の信頼性に関しては気候モデルによる観測の再現性能向上が鍵となるが、亜熱帯下
層雲の分布再現を含めて未解決の課題も多い。解決に向けては解像度の向上と共に、観測データ
層雲の分布再現を含めて未解決の課題も多い。解決に向けては解像度の向上と共に、観測データ
を活用したモデルの検証と改良が引き続き重要である。
を活用したモデルの検証と改良が引き続き重要である。

6.
6. 研究成果発表
研究成果発表
6.1
6.1 誌上発表（査読有）
誌上発表（査読有）
Mochizuki
Mochizuki T.,
T., Ishii
Ishii M.,
M., Kimoto
Kimoto M.,
M., Chikamoto
Chikamoto Y.,
Y., Watanabe
Watanabe M.,
M., Nozawa
Nozawa T.,
T., Sakamoto
Sakamoto T.T.,
T.T., Shiogama
Shiogama H.,
H.,
Awaji
T.,
Sugiura
N.,
Toyoda
T.,
Yasunaka
S.,
Tatebe
H.,
Mori
M.
(2010)
Pacific
decadal
Awaji T., Sugiura N., Toyoda T., Yasunaka S., Tatebe H., Mori M. (2010) Pacific decadal oscillation
oscillation
hindcasts
hindcasts relevant
relevant to
to near-term
near-term climate
climate prediction.
prediction. Proc.
Proc. Natl.
Natl. Acad.
Acad. Sci.
Sci. 107,
107, 5,
5, 1833-1837.
1833-1837.
6.2
6.2 口頭発表
口頭発表
Chikamoto
Chikamoto Y.,
Y., Kimoto
Kimoto M.,
M., Watanabe
Watanabe M.,
M., Mori
Mori M.,
M., Ishii
Ishii M.,
M., Mochizuki
Mochizuki T.
T. (2009)
(2009) Ensemble
Ensemble Generation
Generation Method
Method
for
Decadal
Climate
Prediction.
IAMAS/IAPSO/IACS
Joint
Assembly.
for Decadal Climate Prediction. IAMAS/IAPSO/IACS Joint Assembly.

7.
7. 連絡先
連絡先
小倉知夫
小倉知夫
〒305-8506
〒305-8506 茨城県つくば市小野川
茨城県つくば市小野川 16-2
16-2 国立環境研究所
国立環境研究所
Tel:
029-850-2484
Fax:
029-850-2960
Tel: 029-850-2484
Fax: 029-850-2960
E-mail:
E-mail: ogura@nies.go.jp
ogura@nies.go.jp

- 24 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

Project name:
Improvement of Physical Processes in the Ocean-Atmosphere Coupled GCM, and
Development of a Climate Prediction Technique
2007 April – 2010 March
Project leader:

Tomoo Ogura, National Institute for Environmental Studies
Project members:
Masahide Kimoto, Hiroyasu Hasumi, Yukari Takayabu, Yoshimitsu Chikamoto, Miki Nonaka-Arai,
Yukiko Imada-Kanamaru, Center for Climate System Research, University of Tokyo
Seita Emori, Akira Hasegawa, Manabu Abe, National Institute for Environmental Studies
Tokuta Yokohata, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Abstract:
Changes in weather extremes have been one of the major scientific issues when evaluating the social
and economic impact of global warming. To address the problem, the near term (-2035) decadal prediction
was proposed for coordinated climate change experiments for the IPCC AR5. This study aims at
developing a technique for predicting near-term climate change including decadal variations. An
experimental climate prediction system was developed making use of a coupled ocean-atmosphere general
circulation model. The system combines the modeled climate with observed ocean temperature and salinity
using a data assimilation technique, and produces perturbed initial states to make an ensemble prediction.
During the last fiscal year of the project, the computational cost of the prediction system was reduced by
developing a new ensemble generation method. The new method leads to about 90% decrease in the
computational cost without affecting the accuracy of the prediction. The method for simulating volcanic
eruptions with the climate model was also corrected to prepare for the IPCC AR5 experiments. The
correction resulted in a more realistic simulation of the temperature response to the Pinatubo eruption.
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平成 21 年度

研究課題名：
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
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・山田朊人・山崎 大・鈴木 聡・
Jaeil Cho・Hyungjun Kim・Yadu Pokhrel
要旨：
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 21 年度は 2 つの検討を行った。第一に、陸域生態系の温室効果ガス収支を、グローバル
な陸域生態系モデルを用いて、国立環境研究所スーパーコンピュータ上のシミュレーションによ
って推定し、温室効果ガス収支の時間変化および空間パターンを再現するとともに、気候変動や
土地利用変化が陸域プロセスに与える影響およびそのフィードバック効果を明らかにした。第二
に、陸面情報を用いた水文気象予報スキルの評価を行い、現実的な土壌水分の初期値が準季節予
報スキルに及ぼす寄与を定量化した。
キーワード：
陸面過程、陸域生態系、温室効果ガス
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研究課題名：
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・山田朊人・山崎 大・鈴木 聡・
Jaeil Cho・Hyungjun Kim・Yadu Pokhrel

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 21 年度は陸域生態系の温室効果ガス収支を、グローバルな陸域
生態系モデルを用いて、国立環境研究所スーパーコンピュータ上のシミュレーションによって推
定し、気候変動や土地利用変化が陸域プロセスに与える影響およびそのフィードバック効果を明
らかにした。またこれと並行して、陸面情報を用いた水文気象予報スキルの評価を行った。
キーワード：
陸面過程、陸域生態系、温室効果ガス

2. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 901 hrs, 1 ノード: 5 hrs, 2 ノード: 0 hr, 計: 906 hrs
2.2 利用概要
陸面情報を用いた水文気象予報スキルの評価のシミュレーションを実施するためにベクトル計
算機のパラレルキューを用いた。スカラ計算機上で陸域生態系モデル（VISIT）のコンパイル＆デ
バッグ、数値シミュレーションの実行、および出力のポスト処理を実施した。コンパイルには Intel
C コンパイラを利用した。

3. 研究結果
本年度の中心的な成果である陸域生態系モデル(VISIT)について研究成果を記す。
3.1 概要
大気-陸域生態系間の微量ガス交換および生態系内での物質循環を扱うモデル（VISIT）を用い
て、環境研スーパーコンピュータを利用してグローバルなシミュレーションを実施した。気候条
件、植生タイプ、土地利用変化の分布を考慮しつつ、生物地球化学的にメカニスティックなモデ
ルによる計算を実行した。メタンや亜酸化窒素など重要な温室効果ガスの収支を明らかにするこ
とで温暖化予測・緩和への貢献が期待される。
3.2 背景と目的
陸域生態系は、二酸化炭素（CO2）・メタン（CH4）・亜酸化窒素（N2O）などの温室効果ガス
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のグローバルな収支において重要なコンポーネントとなっている。しかし、その交換フラックス
の分布は気候条件、土壌条件、植生タイプ、人為的な土地利用変化に影響を受けるため変動が激
しく、地域スケールでの総量を求めるのは非常に困難である。一方で、陸域生態系の機能を明ら
かにし、温暖化緩和に役立てることが社会的に求められている。
最新の陸域生態系モデルを用いて、二酸化炭素だけでなくメタンや亜酸化窒素を含めた主要温
室効果ガスの収支を、グローバルなシミュレーションによって評価することを目的とする。将来
的には、この陸域生態系モデルを気候モデルと結合することにより、生物的フィードバックを評
価する予定であり、今年度はそのオフライン実験による予備的研究と位置づけることができる。
3.3 計算方法
陸域生態系モデル（VISIT; Ito, 2005; Inatomi et al., 2010）を用いてグローバルなシミュレーショ
ンを実行する。空間分解能は 0.5 度×0.5 度、時間分解能は 1 ヶ月とする。計算期間は 1901～2009
年であり、UEA/CRU TS3.0 および NCEP/NCAR 再解析による気象データを入力する。過去の土地
利用変化は、New Hampshire 大学などで開発されたデータセットに基づいて、耕作地や牧草地へ
の転換を考慮する。
二酸化炭素の収支は、光合成による固定、植物および微生物の呼吸による放出、そして森林破
壊による放出の収支として計算される。生物的なプロセスについては、温度や水分条件による制
限を考慮し、過去の大気 CO2 濃度上昇による施肥効果も反映させる。
メタンの収支は、森林や草原などの乾燥した土壌における酸化と、湿原や水田など嫌気的条件
にある土壌における放出の収支として計算される。水田の分布は人工衛星による土地被覆分類に
基づいて決定する。
亜酸化窒素は土壌中の硝化および脱窒から放出される量を計算する。自然植生と農耕地では別
個に計算が行われ、農耕地では施肥による無機窒素の添加を考慮する。
3.4 結果
全陸域を対象としたシミュレーションを実行することにより、陸域生態系の温室効果ガス収支
パターンを再現した。過去の気候変動と大気 CO2 増加による施肥効果、そして土地利用変化から
の回復は多くの自然生態系で正味の CO2 吸収を引き起こしていた（図 1）。一方で、現在森林破
壊が進んでいる熱帯地方は強い放出源となっていた。加えて、メタンの主要放出源となっている
湿原（西シベリアなど北方湿原および熱帯湿原）では、温室効果ガス全体の収支としてみた場合
は強い放出源となっていた。また、単位面積あたりの施肥量が多い農耕地では、強い放射強制力
を持つ亜酸化窒素の影響が卓越し、温室効果ガス全量では強い放出源となっていた。

（温暖化係数に基づく CO2 換算）

図 1 陸域生態系モデル（VISIT）で推定された 1990 年代の温室効果ガス収支分布。
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時間変化を見ると（図 2）、正味の CO2 収支（NEP）は経年変動が大きいものの CO2 施肥効果
などにより吸収量が増加しつつある。その量は、現在では土地利用変化による放出を上回ってお
り、陸域生態系が全体として CO2 吸収源として作用していることが示唆された。湿原・水田のメ
タン放出や亜酸化窒素放出は、経年変動は比較的小さく、総量として CO2 と比較して無視できな
い規模の放出源になっていることが示唆された。これらの結果は、地球環境変動下での陸域生態
系機能や、温暖化緩和のための生態系管理を考える上で重要な知見となり得る。

図 2 陸域生態系モデル（VISIT）で推定された全陸域の温室効果ガス収支の時間変化。
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4. まとめ
今年度は陸域生態系における炭素収支を広域に推定し、その不確実性を定量化するため、スー
パーコンピュータ上での高分解能なモデルシミュレーションとモデル間相互比較を実施した。気
候条件や植生分布に応じた CO2 固定能の分布パターンが明らかにされた。
この他に、昨年に引き続き（花崎ら, 2009）、大気陸面相互作用の研究を行った。本年は、現
実的な土壌水分の初期値が準季節予報に及ぼす寄与を定量化するため、GSWP2 プロジェクトで開
発された土壌水分分布情報を利用して全球気象シミュレーションを実施した。この結果、MIROC
AGCM モデルに現実的な土壌水分を与えることによって、大気初期値や海面水温初期値を用いた
従来の予報では困難であった予報開始後 3～4 週目における水文諸量の予報スキルの向上が期待
できることが明らかとなった。
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5. 今後の研究展望
陸域生態系に関する研究については、東南アジアおよび東アジア地域に同様なモデルを適用
し、高分解能な数値シミュレーションとモデル解析を実施する予定である。また、ベクトル機上
で気候モデルと陸域生態系モデルの結合による、温室効果ガス交換を介した相互作用に関する解
析研究を展開する。
水文気象予報に関する研究については、スキルの向上は渇水、干ばつ、森林火災などの水文リ
スクの予防のための水資源評価につながるだろう。また、ここで得られた成果は MIROC におけ
る大気陸面相互作用の特徴を明らかにし、シミュレーション結果の解釈を助けるとともに、大気・
陸面過程の今後の改良に重要な指針を与えるものである。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表(査読有)
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Abstract:

Due to the rapid increase in the spatial/temporal resolution of global climate models (GCMs) and the
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 processes (heat and water balance) and 2) processes of ecological change and
carbon cycles. In fiscal year 2009, we carried out two studies. First, global simulations with a terrestrial
ecosystem model were conducted by the NIES super-computer system. Temporal variability and spatial
patterns of the terrestrial greenhouse gas budget were simulated. Second, the contribution of realistic soil
moisture initialization to sub-seasonal hydrological forecast skill was quantified across a broad range of
state-of-art forecast simulations.
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研究課題名：
GOSAT データ処理運用システムの開発
GOSAT データ処理運用システムの試験および定常運用
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・
開 和生・河添史絵・林 謙二・石原博成・信田浩司・太田絵美・菊地信弘・
仁衡琢磨・小林弘幸・宮坂隆之・菊池信行・國島 和・松澤邦裕・川崎裕之・
小島伸一・蒲生京佳・植村暢之・松田 寿
要旨：
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(Greenhouse gases Observing SATellite: GOSAT)は、平成
21 年 1 月 23 日に打ち上げられ、定常的な観測を継続している。NIES では、GOSAT データの高
次処理を定常的に実施し、CO2 や CH4 のカラム濃度などのプロダクトを作成し、それらプロダク
トの一般への提供を開始した。NIES で行うこれらの高次処理は GOSAT 専用に設置した計算機の
他に NIES のスーパーコンピュータや東京大学のスーパーコンピュータと連携して行われている。
GOSAT の観測から求められた CO2 や CH4 濃度は、全球分布の傾向や季節変動はこれまでの知見
と一致しているが、検証データと比べて 2～3%程度低いことが確認された。今後算出アルゴリズ
ムの改良を実施する予定である。これら濃度データを利用した地域別の炭素吸収・排出フラック
ス推定については、22 年度末のプロダクト提供を目標に現在準備を進めている。
キーワード：
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン、吸収・排出フラックス
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研究課題名：
GOSAT データ処理運用システムの開発
GOSAT データ処理運用システムの試験および定常運用
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・太田絵美・菊地信弘・
仁衡琢磨・小林弘幸・宮坂隆之・菊池信行・國島 和・松澤邦裕・川崎裕之・
小島伸一・蒲生京佳・植村暢之・松田 寿

1. 研究目的

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、平成 21 年 1 月 23 日に打ち上げられた。GOSAT
には温室効果ガス観測センサ(Thermal And Near infrared Sensor for carbon Observation, Fourier
Transform Spectrometer: TANSO-FTS) と 雲 ・ エ ア ロ ソ ル セ ン サ (Cloud and Aerosol Imager:
TANSO-CAI)の 2 つのセンサが搭載され定常的な観測を継続している。運用予定期間は、打ち上
げから 5 年を予定している。観測データを解析することで CO2 と CH4 の全球分布やこれらの吸収
排出量の地理分布とその季節変動を推定することが可能になる。またこれらの情報は地球温暖化
原因物質の挙動の科学的理解や将来の気候変化予測や炭素排出削減などの温暖化対策に関わる基
礎情報として活用される。
NIES では、GOSAT データ処理施設(GOSAT Data Handling Facility: GOSAT DHF)で JAXA から
のレベル 1 プロダクトを受信し、高次処理を定常的に実施し、22 年 2 月より CO2・CH4 カラム量
などのレベル 2 プロダクトの一般への提供を開始した。GOSAT DHF で行うこれらの定常処理は
GOSAT DHF に設置した計算機の他に NIES のスーパーコンピュータや東京大学のスーパーコンピ
ュータと連携して行われている。
キーワード：
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン、吸収・排出フラックス

2. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 225 hrs, 1 ノード: 0 hr, 2 ノード: 0 hr, 計: 225 hrs
2.2 利用概要
GOSAT DHF で行うデータ処理のうち、NIES のスーパーコンピュータでは、以下の処理を担当
する。
・レベル 2 処理のうち「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」
・レベル 4 処理のうち「炭素収支モデル計算処理」、「大気輸送モデル計算処理」
21 年度は、レベル 2 処理については定常運用を、レベル 4 処理については、定常運用に向けたア
ルゴリズム開発およびプログラム開発・試験を実施してきた。
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3. 研究結果
3.1 概要
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。
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 に送信されたプ
ロダクトから 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。
3.2 背景と目的
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 GOSAT DHF によるデータ処理の状況
図 1 に国立環境研究所が行う GOSAT データ処理（高次処理）のフローを示す。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」と記されたレベル 2 処
理内の「エアロゾル輸送モデル計算処理」と「大気輸送モデル計算処理」、レベル 4 処理内の「炭
素収支モデル計算処理」、「大気輸送モデル計算処理」の 4 処理である。データ処理フローの概
要、エアロゾル輸送モデル計算処理および大気輸送モデル計算処理の計算方法の説明は、それぞ
れ、渡辺 (2008)、中島(2008)および Maksyutov (2008)を参照のこと。なお、TANSO-FTS は、4
つのバンドを観測するが、バンド 1 から 3 は地表面により反射された近赤外領域(Short Wavelength
Infrared: SWIR)の太陽光を観測し、バンド 4 は地球大気や地表面から放射される熱赤外領域
(Thermal Infrared: TIR)の地球放射を観測し、それぞれ別々に処理される。
処理されたプロダクトは、GOSAT DHF で一括して管理・保存が行われ、GOSAT プロジェクト
のスタッフによりプロダクトの品質確認を行った後、ユーザーに提供される。現在、JAXA から
送付される FTS L1B データを含め、以下のプロダクトが一般のユーザーへも提供されている。
・FTS L1B データ
・CAI L1B データ
・CAI L1B+データ
・FTS SWIR L2 CO2 カラム量
・FTS SWIR L2 CH4 カラム量
・CAI L2 雲フラグ
それ以外のプロダクトについても現在順次処理および提供の準備を進めている。
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図 1 GOSAT データ処理フロー。

3.4 結果
図 2 に 2009 年 4 月、7 月、11 月、2010 年 1 月に観測された FTS SWIR L2 CO2 カラム平均濃度
を 1.5 度メッシュ毎に平均した全球濃度分布を示す。また図 3 に対応する FTS SWIR L2 CH4 カラ
ム平均濃度を示す。GOSAT による観測範囲は、ほぼ一定の緯度幅であり、北半球の夏には北半球
側に偏り、冬には南半球側に偏る。これらのプ ロ ダ ク ト は 、南 北 両 半 球 の 濃 度 分 布 の 傾 向（ 夏
に北半球で低濃度であり、冬はその逆）についてはこれまでの知見と整合した結果を得
て い る 。た だ し 、地 上 観 測 な ど で 得 ら れ た 検 証 デ ー タ と 比 較 す る と 2～ 3％ 程 度 低 い 値 と
なっていることが確認されている。なお、サハラから中東にかけての砂漠域では、高濃
度を示すなど、地域と時期によっては、大気中の塵（エアロゾル）やダストなどが誤差
要因として算出値に影響を及ぼしている。
上記課題の解決を含め、今後、データの解析方法の改訂を計画してい る。これまでに
観測されたデータも改訂された解析手法を用いて再処理を行い、新たなバージョンのプ
ロダクトとして公開する予定である。
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2009年4月

2009年7月

2009年11月

2010年1月

図 2 GOSAT による観測から得られた CO2 カラム平均濃度（左上；2009 年 4 月、右上；2009 年 7 月、
左下；2009 年 11 月、右下；2010 年 1 月）

2009年4月

2009年7月

2009年11月

2010年1月

図 3 GOSAT による観測から得られた CH4 カラム平均濃度（左上；2009 年 4 月、右上；2009 年 7 月、
左下；2009 年 11 月、右下；2010 年 1 月）

参考文献
Maksyutov S. (2008) Application of the Transport Model for Inverse Modeling Studies of the Regional and
Global Budgets 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

GOSAT DHF は定常運用を開始し、現在レベル 1 および CO2、CH4 カラム量などレベル 2 の一
部のプロダクトを一般のユーザーにも提供を開始した。NIES のスーパーコンピュータで行う処理
のうち、レベル 2 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
ついては定常的な運用を実施している。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 のカラム量算出精度の向上
に寄与している。レベル 4 処理内の「大気輸送モデル計算処理」、「炭素収支モデル計算処理」
は、定常処理に向けてアルゴリズムおよびプログラムを開発中である。
GOSAT による観測から得られたカラム濃度については、全球の濃度分布の傾向はこれまでの知
見とほぼ一致している。ただし、検証データと比較すると 2～3%程度低い値となっている。

5. 今後の研究展望
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。それら検証、校正作業に基づき、レベル 2 データ処理アルゴリズムの改
訂を行う予定である。また、改訂されたアルゴリズムを用いて過去データの再処理も実施する予
定である。
「エアロゾル輸送モデル計算処理」については、地上観測データおよび TANSO-CAI 観測値の
アシミレーションを行い、「大気輸送モデル計算処理」は空間分解能の詳細化を行い、レベル 2
プロダクトの精度向上に寄与する予定である。「炭素収支モデル計算処理」については、これま
での地上データのみによるフラックス推定から GOSAT レベル 2 データを加えることで、どの程
度吸収・排出フラックス推定誤差が低減するかを現在評価している。平成 22 年度末を目標に、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フラックスの算出、およびそれから
求められる CO2 全球濃度分布をプロダクトとして提供する予定である。
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Abstract:
The Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) named “Ibuki” was launched on January 23,
2009 and has been operating normally. The National Institute for Environmental Studies (NIES) is
operationally conducting higher-level data processing and developing CO2 and CH4 column-averaged
volume mixing ratios, which have been distributed to general users. For the higher-level data processing,
the GOSAT Data Handling Facility (GOSAT DHF), developed especially for GOSAT, is utilized in
cooperation with the NIES supercomputer and the supercomputer system of the University of Tokyo. CO2
and CH4 column-averaged volume mixing ratios show a zonal (North-South) distribution and seasonal
fluctuation almost consistent with existing results. However, it should be noted that the current L2 results
have 2 to 3 % lower concentration values than those observed by FTS at validation sites or other validation
data. We are planning to improve the algorithm to resolve various problems. In the meantime, using such
column abundance data, carbon source/sink fluxes on a sub-continental basis will be created and released in
the first quarter of 2011.
Keywords:
GOSAT, Greenhouse gases, CO2, CH4, Source/sink flux
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Application of Transport Modeling for Inverse Estimation of Greenhouse Gas Fluxes
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Shamil Maksyutov, National Institute for Environmental Studies
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Yuji Koyama, Makoto Saito, Ryu Saito, Vinu Valsala, Dmitry Belikov, Tazu Saeki, Tomohiro Oda,
Tomoko Shirai, Hiroshi Takagi, National Institute for Environmental Studies
Ryoichi Imasu, Niwa Yosuke, Center for Climate System Research, The University of Tokyo
Heon-Sook Kim, Research Institute for Humanity and Nature
Abstract:
The Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) was launched in early 2009, with the goal of
better comprehending the global distribution of CO2 and CH4 and thereby improving the accuracy of the
current estimates of greenhouse gas surface fluxes. Our group's task within the framework of the ongoing
GOSAT Project is to develop an operational data processing system for estimating regional CO2 sources
and sinks inversely from the GOSAT Level 2 CO2 concentration data. Over the course of the past few years,
we have conducted pilot studies in which we used the NIES super computer system to research, develop
and test the components of the data processing system. The system components include an atmospheric
tracer transport model for simulating CO2 concentrations, an oceanic tracer transport model for generating
air-sea a priori flux datasets, a process-based terrestrial biosphere model for generating air-land a priori flux
datasets, and inverse modeling schemes for assimilating the modeled a priori surface fluxes into the
GOSAT Level 2 concentration data.
In fiscal year 2009, our main focus was directed toward 1) improving the performance of the NIES
atmospheric tracer transport model, 2) testing a global Eulerian-Lagrangian coupled atmospheric transport
modeling scheme, 3) preparing air-sea a priori fluxes and evaluating their uncertainties and 4) developing
and testing the GOSAT Level 4 data operational processing system.
Keywords:
Atmospheric tracer transport model, Inverse modeling, Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Air-sea
CO2 flux, Air-land biosphere flux, Anthropogenic CO2 emissions
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temporal resolution of VISIT and developing grid-based data assimilation schemes for finer-scale surface
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flux estimation.
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In fiscal year 2009, our main focus was directed toward 1) improving the performance of the
NIES-TM, 2) testing a global Eulerian-Lagrangian coupled atmospheric transport modeling scheme, 3)
preparing air-sea a priori fluxes with OTTM and evaluating their uncertainties and 4) developing and
testing the GOSAT Level 4 data operational processing system.
3.2 Modification of the vertical coordinate system used in the NIES atmospheric transport model
For eliminating biases and attaining better performance in tracer transport simulations nearby the
tropopause, we applied hybrid vertical coordinate systems to the NIES atmospheric transport model. A
sigma-pressure coordinate (Kalnay, 2002) and a sigma-isentropic coordinate (Chipperfield et al., 1996)
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were considered here. To compare the degree to which each of the hybrid vertical coordinate systems
improves the transport performance, we implemented five-year forward transport simulations of SF6, an
atmospheric tracer often used for validating transport models. For this evaluation, we followed the protocol
of the TransCom model inter-comparison experiment (Denning et al., 1999). Shown in Figure 1 are the
latitudinal mean ages of SF6-tagged air masses predicted by the NIES-TM. Better simulation results were
obtained with the sigma-isentropic coordinate (right panel) than with the sigma-pressure coordinate (left
panel). Vertical mixing processes over the equatorial regions were also simulated more adequately. Steeper
air mass age gradients are evident nearby the tropopause level (about 150 hPa), and aged air masses are
well stratified anywhere above that level.

Figure 1. Latitudinal mean ages of air masses between 160 hPa and 20 hPa predicted with a) the
sigma-pressure coordinate and b) the sigma-isentropic coordinate.

3.3 Calculation of three-dimensional CO2 and CH4 concentrations used in the GOSAT Level 2 data
processing system
The NIES-TM (version 05; Maksyutov et al., 2008) is an integral part of the GOSAT Level 2 data
processing system, providing three-dimensional a priori concentration data used in retrieving the
column-averaged volume mixing ratios of CO2 and methane (CH4). The model uses a semi-Lagrangian
transport scheme and operates in horizontal and vertical resolutions of 0.5 degree and 47 levels respectively.
To obtain better a priori concentrations and error covariance data, the NIES-TM is currently driven by the
Japan Meteorological Agency's Grid Point Value dataset that archives analyzed meteorological states every
3 hours at 21 levels on 0.5 degree grids. A surface CO2 flux dataset prepared for the TransCom model
inter-comparison studies (Law et al., 2006) is used for the CO2 simulation. The dataset consists of
anthropogenic emissions, terrestrial biosphere fluxes, ocean fluxes and correction fluxes as in Gurney et al.
(2004). For CH4 simulations, a monthly CH4 flux dataset for the year 2000 prepared by Patra et al. (2009)
is used. CH4 sinks due to oxidation by hydroxyl radicals (OH) are calculated using monthly climatological
OH concentrations provided by Spivakovsky et al. (2000) and a temperature-dependent rate constant.
Contrasted in Figure 2 are the simulated monthly mean concentrations of CO2 and CH4 and analyzed
values at the GLOBALVIEW observational sites (GLOBALVIEW CO2 and CH4, 2008). The variability in
concentrations observed at sites within the marine boundary layer (red markers in the figure) and the
free-troposphere (above 3000 m in altitude; green markers) was reproduced fairly well by the model. Less
agreement, however, was found at continental sites (blue markers), possibly due to the influences of strong
sources nearby. As seen in Figure 3, the model was able to simulate the synoptic and seasonal variations
observed at the NIES/CGER Hateruma monitoring station.
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temporal resolution of VISIT and developing grid-based data assimilation schemes for finer-scale surface
flux estimation.
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Figure 3. Comparison of observed and simulated concentrations at the Hateruma monitoring station
(24˚ 03’N, 123˚48’E) for the year 2008. Left: daily-mean CO2. Right: hourly-mean CH4. The CO2
observational data are available online at the NIES/CGER Global Greenhouse Gases Database
(http://db.cger.nies.go.jp/g3db/ggtu/index.html). The CH4 data collected at the Hateruma monitoring station
(Tohjima et al., 2002) were provided by Y. Tohjima of NIES/CGER.
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3.4 CO2 simulations using a global Eulerian-Lagrangian coupled transport model and a 1 km
resolution surface flux dataset
We developed a global Eulerian-Lagrangian hybrid transport modeling scheme with which pinpoint
simulations of CO2 concentrations are possible. In this scheme, a Lagrangian particle dispersion model is
operated over a short simulation period, and the simulation result is used as a boundary condition for global
transport modeling carried out by a Eulerian transport model. Here, we coupled the NIES-TM (version 99,
Maksyutov et al., 2008) and a Lagrangian particle dispersion model FLEXPART (version 8.0, Stohl et al.,
1998) and evaluated the simulation performance. The NIES-TM used in this study operated in horizontal
and vertical resolutions of 2.5 degree and 15 vertical levels respectively, and was driven by the wind
reanalysis data provided by the US National Center for Environmental Prediction. The FLEXPART was
forced by the Japan Meteorological Agency’s JCDAS meteorology dataset, which was reformatted onto
1.25 degree grids.
For this fine-scale transport modeling, we prepared a 1 km resolution dataset of anthropogenic
emissions, terrestrial biosphere fluxes and air-sea fluxes. The anthropogenic CO2 emission data were
prepared by using a 1 km resolution annual inventory (Oda and Maksyutov, 2010) and a 1 degree
resolution monthly emission dataset provided by R. Andres of the US Oak Ridge National Laboratory. The
terrestrial biosphere and ocean-atmosphere flux data were prepared by remapping 0.5 degree resolution
daily net ecosystem productions simulated with VISIT (Ito, 2010) and 1.0 degree resolution monthly fluxes
calculated with OTTM (Valsala and Maksyutov, 2010).
Compared in Figure 4 are CO2 concentrations observed at Minamitorishima monitoring site (24.28ºN,
153.98ºE) and the simulation results obtained with the coupled transport model. The data between January
and April 2006 are presented. Here, we show the results of two simulation cases in which the number of the
Lagrangian model particles released from this location was varied (N=1,000 and 10,000). The
model-observation correlation in both cases was 0.79. This may suggest that our model can be operated
with as few as 1,000 particles to produce reasonable simulation outcomes.
Acknowledgement. A large contribution to this research work came from A. Ganshin and R. Zhuravlev of
the Central Aerological Observatory of the Russian Federation.

Figure 4. 3 hourly time series of CO2 concentrations observed at Minamitorishima monitoring station
(24.28º N, 153.98º E, 8 m) and simulation results by the coupled transport model. The observational data
were provided by the Japan Meteorological Agency through the World Data Centre for Greenhouse Gases
(http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/). Green line: observation. Purple line: simulation with 10,000 particles.
Magenta: simulation with 1,000 particles.
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An ocean tracer transport model, OTTM, (Valsala and Makshutov, 2010) was operated to simulate

ocean-atmosphere CO2 fluxes between January 2009 and April 2010 using re-analysis ocean currents
provided by the Global Ocean Data Assimilation System of the US National Center for Environmental
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Kadygrov N., Maksyutov S., Eguchi N., Aoki T., Nakazawa T., Yokota T., Inoue G. (2009) The role of
denotes the OTTM-optimized CO2 fluxes on a monthly time scale. FTak represents the
simulated GOSAT total column CO2 observations in surface CO2 flux uncertainty reduction, J. Geophys.
monthly climatology taken from Takahashi et al. (2009).
observationally-derived air-sea CO2 flux
Res., 114, D21208, doi:10.1029/2008JD011597.
Fmodel_climatology denotes the corresponding monthly climatology derived from OTTM optimized fluxes. The
minimum
value of uncertainty was chosen to be 0.02 gC/m2/day. Therefore, the total uncertainty takes the
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modeling. AGU 2009 Fall Meeting. (Oral, Invited)
Kim H.-S., Maksyutov S., Patra P.K., Sudo K., Inoue G. (2009) Methane inverse modeling using NIES transport
model: the impact of data choices on flux estimates, 8th International carbon dioxide conference. (Poster)
Belikov D., Miyasaka T., Saeki T., Maksyutov S. (2009) High-resolution modeling of greenhouse gases using
NIES transport model with GPV meteorological dataset. 8th Int. Carbon Dioxide Conf., Abstracts. (poster)
Saeki T., Maksyutov S., Nakazawa T. (2009) Simulation of atmospheric methane and its carbon and hydrogen
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Figure 5. (Left) Mean of optimized air-sea CO2 fluxes estimated between January 2001 and December
2009.
(Right)
Uncertainty of air-sea CO2 fluxes calculated using Equation 2. Units are in gC/m2/day.
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Contact
person

Shamil
Maksyutov,
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Studies
3.6 Preparation
of GOSAT
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product
16-2 The
Onogawa,
Tsukuba,
Ibaraki,
305-8506
Japan
GOSAT Level 4 operational data processing system estimates CO2 fluxes in 64 large regions of
Tel. globe
029-850-2212
029-850-2219
the
from GOSATFax.
Level
2 CO2 column-averaged volume mixing ratios (XCO2). Central to the
E-mail:
shamil@nies.go.jp
estimation of the surface fluxes is the NIES-TM that simulates responses at every measurement locations to

emissions originating from each of the 64 regions. The calculated response functions are used in
assimilating a priori CO2 fluxes into the Level 2 XCO2 values using the Kalman smoother scheme
(Bruhwiler et al., 2005), a sequential data assimilation technique. The a priori fluxes are given by
combining the aforementioned OTTM-based ocean-atmosphere fluxes, VISIT-predicted net ecosystem
productions and inventory-based anthropogenic emissions. A series of system testing and evaluation is
underway to optimize the performance of the Level 4 data processing system. The system development and
validation work will continue until the public release of the Level 4 data product scheduled in 2011.
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4. Summary

The GOSAT Level 4 data processing system was tested with nearly one-year worth of bias-corrected
GOSAT Level 2 data product. A hybrid sigma-isentropic coordinate was applied to the NIES-TM and this
brought a significant improvement in stratospheric air mass age simulations. The NIES-TM was coupled
with the FLEXPART Lagrangian model for high-resolution CO2 simulations. For this purpose, a 1 km
resolution global surface flux dataset was prepared.

5. Future perspective

We will continue to improve and evaluate the performance of the GOSAT Level 4 data processing
system. The future work items include optimizing the system performance of OTTM, increasing the
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研究課題名：
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
実施年度：平成20年度～22年度
課題代表者：国立環境研究所地球環境センター Shamil Maksyutov
共同研究者：国立環境研究所地球環境センター 古山祐治・齊藤 誠・齊藤 龍・Vinu Valsala・Dmitry
Belikov・佐伯田鶴・小田知宏・白井知子・髙木宏志
東京大学気候システム研究センター 今須良一・丹羽洋介
総合地球環境学研究所 金 憲淑
要旨：
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、二酸化炭素及びメタンの全球における濃度
分布の把握と亜大陸規模での炭素収支推定の精度向上を図るべく 2009年初頭に打ち上げられた。
GOSATプロジェクトにおける当研究グループの役割は、GOSATレベル2カラム濃度データを用い
て地域別炭素収支量を推定するデータ処理システムを構築することである。過去数年にわたり、
このシステムの構成要素の研究開発及び試験をNIESスーパーコンピュータを用い継続的に行っ
てきた。構成要素には、温暖化ガスの全球三次元輸送をシミュレートする大気輸送モデル、大気
－海洋間の炭素収支推定に用いる海洋輸送モデル、陸域生態系の炭素収支を予測するプロセスモ
デル、人為的排出量インベントリ、炭素収支先験値をGOSATレベル2濃度データへ同化するイン
バースモデルを含む。本年度の研究では主として１）NIES大気輸送モデルの高精度化、２）高分
解輸送計算実施に向けて開発したオイラー・ラグラジアン結合型大気輸送モデルの試験、３）大
気－海洋間の炭素収支先験値データの整備とその不確かさの算出、４）GOSATレベル2データ処
理において先験値として使用される二酸化炭素・メタンの三次元濃度データの精度向上、５）
GOSATレベル4データ処理システムの構築と検証、の各項目を実施した。
キーワード：
大気輸送モデル、インバースモデル解析、二酸化炭素、メタン、海洋による二酸化炭素収支、陸域生
態系による二酸化炭素収支、人為的二酸化炭素排出量
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研究課題名：
CAI 衛星解析とモデルシミュレーションの統合システムの構築
課題代表者：東京大学気候システム研究センター
共同研究者：東京大学気候システム研究センター
宇宙航空研究開発機構 向井真木子

中島映至
Nick Schutgens・五藤大輔・鶴田治雄

要旨：
前年度までに開発した CCSR/NIES/FRCGC-大気大循環モデル（MIROC-AGCM）と SPRINTARS
エアロゾル放射モデルを結合した全球エアロゾルシミュレーションシステムの性能の検証を
AERONET スカイラジオメーター網のデータで行った。その結果、エアロゾルの光学的厚さ、オ
ングストローム指数、一次散乱アルベドについて、改善されたモデル結果が標準版よりも実測値
に近づくことを確認した。また、前年度までに開発したエアロゾル同化システムを MODIS 衛星
と AERONET から得られる実データに適応して、システムの検証を行った。その結果、同化によ
ってエアロゾルの光学的厚さとオングストローム指数の全球分布がより観測結果と整合的になる
ことを確認した。今年度は、GOSAT/CAI エアロゾルからの成果物の初期的な結果も得られた。世
界的にも GOSAT/CAI のみに搭載されている 380 nm バンドの放射輝度を含む 4 バンドから全球の
海域と陸域でエアロゾルの光学的厚さが妥当に得られることを確認した。
キーワード：
GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル
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Project
name:
研究課題名：
Development of a Combined System for CAI-Satellite Imager Analysis and Model
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
Simulation
実施年度：
2009 April – 2010 March
平成 21 年度～21 年度
Project leader:
課題代表者：東京大学気候システム研究センター
Teruyuki
Nakajima, Center for Climate System Research,中島映至
The University of Tokyo
共同研究者：東京大学気候システム研究センター Nick Schutgens・五藤大輔・鶴田治雄
Project members:
宇宙航空研究開発機構 向井真木子
Nick Schutgens, Daisuke Goto, Haruo Tsuruta, Center for Climate System Research, The University of
Tokyo
1. 研究目的
Makiko Mukai, Japan Aerospace Exploration Agency
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
Abstract:
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
We validated the improved version of SPRINTARS aerosol radiation transport model which had
been
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
developed
during last year using data from the AERONET skyradiometer network. The results showed that
the
improved version could simulate aerosol optical thickness, Ångström exponent and single scattering
システムの開発を行う。
albedo better than the standard version. We improved the assimilation system and validated it by data from
MODIS
and AERONET. The results showed that the improved assimilation system could assimilate global
キーワード：
data
of
the
aerosol optical thickness and Ångström exponent in a better way than the standard version. We
GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル
also obtained the aerosol optical thickness distribution from the 380nm band data of GOSAT/CAI imager.

2.
スーパーコンピュータ利用実績
Keywords:

GOSAT, Carbon dioxide, Aerosol
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 7,606 hrs, 1 ノード: 36,671 hrs, 2 ノード: 0 hr, 計: 44,277 hrs

2.2 利用概要
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 概要
前年度までに開発した CCSR/NIES/FRCGC-大気大循環モデル（MIROC-AGCM）と SPRINTARS
エアロゾル放射モデルを結合した全球エアロゾルシミュレーションシステムの性能の検証を
AERONET スカイラジオメーター網のデータで行った。その結果、エアロゾルの光学的厚さ、オ
ングストローム指数、一次散乱アルベドについて、改善されたモデル結果が標準版よりも実測値
に近づくことを確認した。また、前年度までに開発したエアロゾル同化システムを MODIS 衛星
と AERONET から得られる実データに適応して、システムの検証を行った。その結果、同化によ
ってエアロゾルの光学的厚さとオングストローム指数の全球分布がより観測結果と整合的になる
ことを確認した。今年度は、GOSAT/CAI エアロゾルからの成果物の初期的な結果も得られた。世
界的にも GOSAT/CAI のみに搭載されている 380 nm バンドの放射輝度を含む 4 バンドから全球の
海域と陸域でエアロゾルの光学的厚さが妥当に得られることを確認した。
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3.2 背景と目的
2009 年に環境省が打ち上げた GOSAT ミッションではフーリエ分光放射計を利用して二酸化炭
素の気柱量を求める。しかし、これらの衛星受信分光放射輝度データには、二酸化炭素以外の様々
な影響が同時に含まれており、その除去が二酸化炭素量の導出精度の向上にとって不可欠である。
本研究では、これらの影響のうち、エアロゾルと雲の影響除去に関する研究を行うことを目的と
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
MIROC-AGCM 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したので、その検証を行う。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、前年度に SPRINTARS エアロゾル放射・輸送モデルに対して行った硫酸塩過程と硝
酸塩過程のモデル改良(中島ら, 2009)を検証するために、全世界に張られた AERONET スカイラジ
オメーター網から得られる波長 440 nm におけるエアロゾルの光学的厚さ（AOT）、一次散乱アル
ベド（SSA）、波長 440 nm と 870 nm の光学的厚さを用いて計算したオングストローム指数（Alfa）
を図 1 に比較する。今回使用した AERONET データは 2001 年から 2005 年の期間のものである。
なお、SPRINTARS の実験では NCEP の再解析データでナッジングしながらモデルを走らせた。
また、バイオマス燃焼由来の炭素性エアロゾルの排出データについては、MODIS プロジェクト作
成のファイアマップを基に作成したデータ(Diehl, 2009)を用い、各年毎のデータを使用したが、
他の燃焼由来の排出量データは 2000 年時のものを使用した。改良版のモデルには前年度開発した
もの、および硫酸塩のサイズ分布関数の標準偏差を 1.5 と狭めたもの（改良版 B）を示す。図 1
は、モデル結果と AERONET 観測結果の相関関係を示している。AERONET 観測全点における年
平均値の平均エアロゾル光学的厚さ（440 nm）は、標準版 SPRINTARS では 0.15 であったが、改
良版 SPRINTARS ではエアロゾル成分が増加したことでその値が 0.22 となり、地上観測から導出
された値(0.26)により近づいた。これは硫酸塩エアロゾルの寿命がモデル改良によって伸びたこ
とと、硝酸塩エアロゾルの寄与を考慮したことによると考えられる。また単一散乱アルベド（440
nm）は、標準版では値が 0.87 であったが、改良による散乱成分の増加に伴って増加し(値は 0.91)、
地上観測結果(値は 0.92)により近づくことがわかった。オングストローム指数が従来モデルでは
過小評価されていたものは改良版 B モデルで改善した。これは、改良前の粒径分布の幅が広すぎ
たために、大粒子の散乱を過大評価していたものと思われる。
開発した同化システムについても、本年度は、より多くのデータに適用して、システムの改良
を行った。特に、観測データの影響が及ぶ範囲を規定する局所化パラメーターを調整した。前年
度のものを旧版、今年改良したものを改良版と呼ぶ。図 2 に西アフリカの AERONET サイトで得
られたエアロゾルの光学的厚さのデータを旧版と改良版で同化した結果を示す。図は改良版によ
って観測された時系列を良く再現できることがわかる。

- 53 -

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
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

Project name:
Development of a Combined System for CAI-Satellite Imager Analysis and Model
Simulation
2009 April – 2010 March
Project leader:
Teruyuki Nakajima, Center for Climate System Research, The University of Tokyo
Project members:
Nick Schutgens, Daisuke Goto, Haruo Tsuruta, Center for Climate System Research, The University of
Tokyo
Makiko Mukai, Japan Aerospace Exploration Agency
Abstract:
We validated the improved version of SPRINTARS aerosol radiation transport model which had been
developed during last year using data from the AERONET skyradiometer network. The results showed that
the improved version could simulate aerosol optical thickness, Ångström exponent and single scattering
albedo better than the standard version. We improved the assimilation system and validated it by data from
MODIS and AERONET. The results showed that the improved assimilation system could assimilate global
data of the aerosol optical thickness and Ångström exponent in a better way than the standard version. We
also obtained the aerosol optical thickness distribution from the 380nm band data of GOSAT/CAI imager.
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図 1 AERONET 観測値とモデル値（標準版、改良版、改良版 B）の 3 つの結果の比較。波長 440 nm
における光学的厚さ（AOT）を図 a-c に、440 nm における単一散乱アルベド（SSA）を図 d-f に、440 nm
と 870 nm を用いて計算したオングストローム指数（Alfa）を図 g-i に比較した。
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図 2 エアロゾルの光学的厚さ（波長 675 nm）のデータ同化例。西アフリカの Cinzana AERONET サ
イトのデータ（緑）の同化。非同化モデル結果（赤）、旧版同化モデル結果（青）、改良版同化モデ
ル結果（紺）を示す。

図 3 データとして海上では AQUA/MODIS 衛星センサー、陸上では AERONET 地上観測網から得ら
れるエアロゾルの光学的厚さを同化し（a）、結果を TERRA/MODIS 結果（b）と比較した。非同化結
果（c）も示す。
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図 4 図 3 の結果を散布図。TERRA/MODIS センサーからの光学的厚さ（横軸、波長 550 nm）とモデ
ル同化値（縦軸）。陸域と海域に分類した。

本年度は、
GOSAT/CAI センサーから AOT の導出も行った。
CAI は波長が 380 nm, 670 nm, 865 nm,
1.6 ミクロンの 4 バンドを持っている。このうち、380 nm 波長は現行のイメージャー型センサー
は世界の唯一のものであるが、この紫外線波長では、陸面は小さな反射率を持つので、明るい砂
漠でもエアロゾル層の検知が可能になる。まず、バンド 1 と 2 の期間（33 日間）最小輝度に分子
散乱補正済みを施して地表面反射率 A'1、A'2 を得る。GOSAT 衛星の特殊事情は、その軌道が正確
な 3 日回帰軌道であるために、同じ場所の観測を 3 日に 1 回しか得られない。そのために、33 日
間でも 11 回の観測しか得られない。このような尐数のサンプル数では、期間中に非常に大気が清
澄な場合を得られる確率は低く、そのために期間最小輝度を用いても、A'1、A'2 にはエアロゾルの
影響が残っている可能性が高い。しかし正しい地表面反射率の比 a=A1/A2 を決めることができれば

- 56 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

バンド 1 の正しい地表面反射率は次のように近似できる。これを修正カーフマン法と呼ぶことに
する（Kaufman et al., 2002）。
A1 = a A'2

(1)

a を全期間の全球のデータから植生指数ごとに経験的に決めることによって、各場所の A1 を決定
することにする。A1 が決定されれば、AOT は放射伝達計算によって求められる。このようにして
求めた AOT 分布を図 5 に示す。アフリカ Mongu 域での分布である。a 値は経験的に 0.45 を用い
た。図中に見られる筋状のプリュームは森林火災に伴う煙であり、同時に比較する MODIS より
も鮮明に煙エアロゾルの AOT を CAI が観測できることがわかる。CAI の視野はバンド 1 から 3
まで 500 m、バンド 4 が 1.5 km なので、1 km 分解能の MODIS よりも鮮明な画像が得られた。

図 5 CAI-L1B データから得られた AOT 分布。(a) AQUA/MODIS の結果、(b) 最小輝度の RGB コン
ポジット画像、(c) 本研究で得られた AOT。アフリカ Mongu 領域、2009 年 8 月 22 日の例。
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研究課題名：
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
共同研究者：東京大学海洋研究所 柳瀬 亘

佐藤正樹

要旨：
本課題では全球非静力学モデル NICAM を利用し、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。雲降水システムの解明は気候モデルの不確実性の低減のために
も重要であるため、特に熱帯の積雲クラスターや台風の再現性や物理過程などの感度依存性を把
握する必要がある。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
る台風の発生過程について焦点を当てている。台風の発生過程をより現実的に再現するために、
台風の周囲で格子間隔を細かく取るストレッチ格子の手法を利用した。
今年度は 2008 年に北太平洋西部に発生した台風 Fengshen をターゲットとした。まず比較的に
計算コストの低い 14 km 格子間隔を用いて、台風の発生が再現されやすい初期場と実験設定を調
べ、台風発生の 3 日前の初期場が適していることがわかった。この初期場を用いて、解像度がよ
り高い 7 km の格子間隔でシミュレーションを行い、台風発生における対流雲の組織化と渦の形成
過程について調べた。台風発生の前後で、渦の構造や強化メカニズムが異なることが確認できた。
以上のように、台風 Fengshen の発生を再現しやすい実験設定と基本的な力学が確認できたので、
今後はより細かい解像度の実験を行い、台風発生のプロセスの詳細を解明していく。また、熱帯
域における降水システムの振る舞いと気候への影響について引き続き研究を進め、気候再現実験
や将来気候予測の精度向上に貢献していく。
キーワード：
全球雲解像モデル、雲降水システム、台風、熱帯低気圧
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研究課題名：
NICAM による雲降水システムの研究
実施年度：
平成 21 年度～21 年度
課題代表者：東京大学気候システム研究センター
共同研究者：東京大学海洋研究所 柳瀬 亘

佐藤正樹

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。国立環境研究所 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。
キーワード：
全球雲解像モデル、雲降水システム、台風、熱帯低気圧

2. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 2 hrs, 1 ノード: 868 hrs, 2 ノード: 16,008 hrs, 計: 16,877 hrs
2.2 利用概要
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 とした台風の発生実験を行った。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. 研究結果
3.1 概要
本年度に行った研究のうち、台風 Fengshen(2008)の発生過程のシミュレーションについて報告
する。全球非静力学モデル NICAM のストレッチ格子を利用し、北太平洋西部で解像度を高くし
た台風発生のシミュレーションを行った。まずは比較的に粗い 14 km 格子の実験で、台風 Fengshen
の発生を良く再現できる初期場と実験設定を調べた。その上で解像度を高くした 7 km 格子のシミ
ュレーションを行い、台風発生期における対流雲の組織化と渦の形成のプロセスについて解析を
行った。台風発生の前と後とでは、渦の構造や強化のメカニズムが大きく異なることが確認でき
た。
3.2 背景と目的
熱帯低気圧（台風・ハリケーン・サイクロンの総称）はある程度の強さの渦が最初にあると、
積雲対流の凝結熱や海面からの潜熱供給との相互作用により渦が自励的に発達することが知られ
ているが、そもそもの最初の渦がどのようにしてできるかという発生過程については十分に理解
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がなされていない。熱帯低気圧の発生には海面温度などの環境場（数千 km 以上のスケール;
Camargo et al., 2007）、熱帯波動のようなトリガーとなる擾乱（千 km～数千 km; Yanase et al., 2010）、
積雲対流の組織化(数 km～千 km; Hendricks et al., 2004)といったマルチスケールの現象が関与して
いる。このマルチスケールの力学を調べるため、本課題では NICAM を用いていてきた。一方で
熱帯低気圧の発生のシミュレーションは初期データの依存性が大きく、発生の数値予報は 2～3 日
前からでも難しい場合がある。このため、シミュレーションでは様々な初期時刻やデータセット
を試す必要がある。多くの実験数の並列計算を行える国内有数の計算機環境として、国立環境研
究所 SX-8R を活用している。
これまでに熱帯低気圧の発生しやすい北太平洋西部やインド洋などをターゲット領域とし、格
子間隔を 14 km/7 km にした NICAM ストレッチ格子シミュレーションを行ってきた。各事例に対
して様々な初期時刻やデータセット（気象庁や NCEP の解析データ）を試し、再現性の良い実験
結果を用いて発生メカニズムに関する詳細な解析を行っている。昨年度までの 2 年間は環境場と
トリガー擾乱に関する研究を行った。本年度は積雲対流の組織化について調べるため、集中観測
でとらえられた 2008 年の台風 Fengshen の再現実験を行なった。台風 Fengshen は 2008 年 6 月 19
日に発生し、フィリピンで 700 人以上の犠牲者を出すフェリー沈没事故を引き起こしており、防
災面からも重要な事例である。
3.3 数値シミュレーション
台風 Fengshen の発生過程の数値シミュレーションには、全球非静力学モデル NICAM を用いた。
水平格子を集中させるストレッチ格子の手法を利用し、東部北太平洋で格子間隔 14 km/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。
Fengshen の発生は 2008 年 6 月 19 日 00UTC であったので、その 2～5 日前の大気解析データを
初期値とした実験の再現性を 14 km 格子で試した。1 本の実験は 8 日積分であり、国立環境研究
所 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、International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)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。初期時刻が早い方がよ
り早い段階の台風発生のプロセスを調べられる一方で、再現は難しくなる傾向にある。両者の兼
ね合いで最も良い結果の得られたのが、6 月 15 日 00UTC（台風発生の 3 日前）の NCEP データを
初期値であった。この実験では台風の発生位置とタイミング、及びその後の経路が比較的良く再
現された（図略）。この実験設定を解像度のより高い 7 km 格子を用いてシミュレーションを行い、
台風発生期における対流雲の組織化と渦の形成のプロセスを調べた。

x
x

(a)

(b)

図1 雲（グレー）と降水（カラー）（mm/hr）の分布。(a)台風発生前（16日00UTC）、(b)台風発
生後（19日00UTC）。×印は擾乱の中心位置。
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3.4 結果
図 1 はシミュレーションでの台風が発生する前と後の時刻で、雲分布の違いを比較している。
台風発生前には広い範囲に対流雲が分布しているが（図 1a）、台風発生後には台風中心付近（主
に西側）にスパイラル状に対流雲が組織化している（図 1b）。図 2 は擾乱の循環の中心を原点と
し、接線方向に値を平均して作成した、擾乱の軸対称成分の動径高度分布である。台風発生の前
には、接線方向の循環は緩い構造を持っており（図 2a）、動径方向の流れの構造は不明瞭である
（図 2b）。一方で、台風の発生の後には、下層の半径 50 km 付近にピークを持つ接線方向の流れ
と(図 2c)、海面付近での中心に向かう流れが見られ(図 2d)、典型的な台風の構造が形成されてい
ることがわかる。このような構造の変化に伴い、渦の強化メカニズムの違いも見られた。すなわ
ち、台風の発生前には非軸対称成分が渦を形成する役割の一部を担っているのに対し、台風の発
生後には軸対称成分による渦の強化プロセスが支配的であった（図略）。

(a)

(b)

(c)

(d)

図2 台風Fengshenの軸対称成分の動径高度分布（m/s）。(a), (c) 接線方向の風。(b),(d)動径方
向の風。擾乱中心を原点とした円筒座標系にて、軸対称成分（接線方向への平均）を求めた。(a)(b)
は台風発生前（16日00UTC）、(c)(d)は台風発生後（19日00UTC）。
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4. まとめ

全球非静力学モデル NICAM を国立環境研究所のスーパーコンピュータで走らせ、2008 年の台
風 Fengshen の発生過程を調べた。まず、比較的に計算コストの低い局所 14 km 格子の実験で様々
な初期値や実験設定を試み、台風 Fengshen が良く再現できるケースを調べた。さらに、より解像
度の高い局所 7 km 格子の実験を行い、台風発生における対流雲の組織化と渦の形成の様子を解析
することができた。

5. 今後の研究展望
気候モデルにおける雲降水プロセスの不確定性の低減を目標に、非静力学モデルによる雲降水
システムの再現実験を進める。特に、熱帯の積雲クラスターや台風の再現実験、物理過程などの
感度依存性について調べる。このために、現実場との比較を行うためにモデル結果の初期値に対
する依存性の検討が必要である。特に、人工衛星データによるモデルの雲降水過程のより詳細な
検証を行う。
本年度は台風の発生を調べるのに適した事例と実験設定を見つけることを目的とし、多くの数
値実験を行った。今後は、さらに解像度の高い局所 3.5 km 格子で実験を行うことで、対流雲の構
造をより現実的に再現し、台風発生期における対流雲の役割について詳細を調べて行く。また、
熱帯域における降水システムの振る舞いと気候への影響について引き続き研究を進めていく予定
である。台風や積雲クラスター等の熱帯の雲降水システムの再現性の向上が、将来気候予測や気
候再現実験に精度向上に寄与する。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表（査読有）
Satoh M., Inoue T., Miura H. (2010) Evaluations of cloud properties of global and local cloud system resolving
models using CALIPSO/CloudSat simulators. J. Geophys. Res., 115, D00H14, doi:10.1029/2009JD012247
Yanase W., Satoh M., Yamada H., Yasunaga K., Moteki Q. (2010) Continual influences of tropical waves on the
genesis and rapid intensification of Typhoon Durian (2006), Geophys. Res. Lett., 37, L08809.
6.2 口頭発表
Satoh M., Inoue T., Miura H. (2009) Evaluation of cloud properties of the global/local cloud-resolving models
using the split window analysis and the CloudSat/Calipso simulators, EarthCARE workshop 2009,
proceeding, 215-218.
6.3 その他（書籍等）
Yanase W., Taniguchi H., Satoh M. (2010) Numerical simulation of the genesis of Cyclone Nargis using a
global cloud-system resolving model, NICAM. In Charabi Y. ed. Indian ocean tropical cyclones and
climate change, Springer, 65-72.
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Project name:
Numerical Study on Cloud Systems Using NICAM
2009 April – 2010 March
Project leader:
Masaki Satoh, Center for Climate System Research, The University of Tokyo
Project member:
Wataru Yanase, Ocean Research Institute, The University of Tokyo
Abstract:
Our goal is to understand various meso-scale cloud systems using NICAM, a global non-hydrostatic
atmospheric model. Since meso-scale cloud systems are related to the uncertainty of climate models, it is
important to examine the reproducibility of individual cases and its sensitivity to physical processes. In
particular, we are focusing on the genesis mechanism of typhoons, which is not sufficiently understood and
is difficult to predict. We used a stretched-grid system in which the horizontal grid is concentrated around a
typhoon.
This year, we examined the genesis of Typhoon Fengshen, which was formed over the western North
Pacific in 2008. By using a 14-km grid interval with low computational costs, we found that the initial time
3 days prior to the cyclogenesis was the best initial condition to analyze the genesis of Fengshen. Using this
initial field, we performed a more realistic simulation of a 7-km grid interval to investigate the organization
of convective clouds and the formation of a vortex during the tropical cyclogenesis. The structure and
dynamics of vortex formation were different before and after the cyclogenesis. Since we have found the
best experimental design and performed a basic analysis this year, we will perform higher-resolution
simulations to understand the more realistic dynamics of tropical cyclogenesis. In addition, we will keep
studying the dynamics of cloud systems and their influence on the climate system to contribute to the
improvement of the simulation of present and future climate.
Keywords:
Global cloud-system resolving model, Cloud-system, Typhoon, Tropical cyclone
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研究課題名：
雲解像モデルを用いた豪雨システムと台風の高解像度シミュレーション
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・
前島康光・日置智仁・岡本宏樹
要旨：
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、(1) 冬季日本海側の停滞性線状降雪帯、(2) 豪雪をもたらす日本海上の小低気圧、(3)
発達する台風の中心気圧低下のメカニズムについて、それぞれ一事例を取り上げ、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現象を再現し、その構造とメカニズムにつ
いて調べた。(1) 冬季日本海側の停滞性線状降雪帯については、2009 年 1 月 24 日～26 日に発生し
た山陰から北陸沿岸に見られた事例を取り上げた。再現実験と感度実験の結果、線状降雪帯を形
成・維持させる環境場の寄与と、線状降雪帯をもたらす収束帯の形成メカニズムが明らかになっ
た。(2) 日本海の小低気圧については、2005 年 1 月 31 日に日本海で観測された事例を取り上げた。
これまでの調査で順圧不安定が擾乱の発達原因の一つとして示唆されていたが、乾燥大気におけ
る感度実験との比較により、擾乱の中心部における上昇流に伴う水蒸気凝結による潜熱供給が擾
乱の発達に寄与し、渦を強めることを示した。(3) 発達する台風の中心気圧低下のメカニズムにつ
いては、台風 0712 号を用いてトラジェクトリー解析を行った。中心気圧の低下とともに、中心部
の空気塊が壁雲域を通って対流圏上層で外側へ吹き出していることが示された。

キーワード：
非静力学モデル、雲解像モデル、雲物理、雲微物理過程、顕著気象現象、台風、停滞性降雪帯、小低
気圧
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1. 研究目的

Abstract:
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
The aim of this study was to clarify the features and mechanisms of severe weather
systems
with
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
heavy
rainfall/snow/thunderstorm
caused
by
non-hydrostatic
dynamics
and
microphysical
processes.
A
Resolving Storm Simulator, Tsuboki and Sakakibara, 2002)を用い、近年、災害としても社会的に関心
non-hydrostatic regional cloud resolving numerical model, CReSS (Cloud Resolving Storm Simulator),
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
developed at Nagoya University, enables numerical simulations of mesoscale meteorological phenomena,
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。
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.
キーワード：
Numerical simulations of three cases were performed for analysis: (1) Snowband along the Hokuriku
非静力学モデル、雲解像モデル、雲物理、雲微物理過程、顕著気象現象、台風、停滞性降雪帯、小低
coast in winter, (2) Mesoscale wintertime cyclone on the Japan Sea and (3) Deepening central pressure
気圧
mechanism in a typhoon. The results are as follows. (1) The snowband observed during January 24-26,
2009 in Hokuriku was successfully simulated. Numerical sensitivity experiments showed that the thermal
2.
スーパーコンピュータ利用実績
contrast
depending on the land-sea distribution contributed to producing/sustaining the snowband. (2) The
mesoscale cyclone observed on January 31, 2005 was well reproduced by the simulation. Numerical
sensitivity
experiments in dry atmosphere suggested that the moist process in the upward flow around the
2.1
計算機利用時間
center
of
the
enhanced 4the
cyclone
produced
barotropic
(3) The
CPU 時間 vortex
1 ノード未満:
hrs,
1 ノード:
86 hrs,by2 the
ノード:
6,010instability.
hrs, 計: 6,100
hrs forward trajectory
method was employed for the numerical analysis of T0712 to study the mechanism deepening the central
pressure depression of the typhoon. Trajectories showed that every air parcel in the central column of the
typhoon
traveled upward through the eye-wall cloud region and then flowed outward in the top of the
2.2
利用概要
troposphere, while the central pressure depressed on the surface.
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
Our research team at Nagoya University is studying mesoscale phenomena to clarify their mechanisms
ル
CReSS
を用いた。CReSS
の並列実行では、ノード内並列に
OpenMP
を、ノード間並列に
MPI
using
numerical
simulations/analyses
by CReSS with the data of field
observations.
A new version
of
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
CReSS has been developed, which is coupled with a regional ocean model or a global atmospheric model
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
in local nesting. The coupled CReSS can perform more simulations. To achieve the aim of our study
of
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
mesoscale phenomena, CReSS is still being developed,
e.g.,
by adopting more detailed cloud microphysical
schemes,Super-SINET
improving schemes
of surface physics and employing radiation codes.
解析は
を経由して名古屋大学地球水循環研究センターの研究室所有サーバに転送し
て行った。
Keywords:
3.
研究結果 model, Cloud-resolving model, Cloud physics, Cloud microphysical process, Severe
Non-hydrostatic
平成 21
年度実施では、
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、
weather
systems,
Typhoon,以下の
Snowband,
Mesoscale cyclone
現象の再現およびメカニズムについて調査した。

3.1 冬季日本海側の停滞性線状降雪帯
3.1.1 概要
冬季寒気吹き出し時、北陸地方沿岸では、しばしば西南西から東北東方向に伸びる線状降雪帯
の停滞が観測される。このような線状降雪帯の停滞は、北陸地方沿岸のほか上越地方沿岸や山陰
地方沿岸でもみられ、季節風と陸側からの風による収束によって形成されていることが知られて
いる。しかし、その季節風との収束を形成させる陸側からの風の形成要因についてはよくわかっ
ていない。そこで本研究では、2009 年 1 月 24 日～26 日に発生した山陰から北陸沿岸に伸びる停
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滞性線状降雪帯について、雲解像モデルを用いたシミュレーションを行い、線状降雪帯をもたら
す収束帯の形成メカニズムを調べた。その結果、線状降雪帯を形成・維持させている、環境場の
西風と陸側の南寄り風との収束は、海陸の熱的性質の違いに起因する下層大気の温度によって生
じた気圧傾度力によりもたらされており、海陸の粗度の差と地形による迂回効果は、その収束を
補助的に強める役割を果たしていることがわかった。
3.1.2 実験設定
本研究では、雲解像モデル CReSS Ver. 3.2 を用いて数値実験を行った。初期値・境界値には気
象庁 MSM を与え、水平解像度 1 km 格子数 848x624x65 に設定し、2009 年 1 月 24 日 12JST から
39 時間計算を行った。雲物理過程には、氷相を含むバルク法を用いた。
3.1.3 結果
(1)再現実験によるシミュレーション結果
CReSS による再現実験の計算結果は、気象庁レーダー・アメダス解析雨量と比較して、積算降
水量、停滞位置ともによく現象を再現していた(図 1)。また、再現された線状降雪帯の下層では、
海上の西寄りの風と、陸側の南寄りの風との間で収束場が形成されており、この収束帯は、線状
降雪帯の形成・維持と期間及び位置がよく対応していた。また、この線状降雪帯下層の収束は、
石川県宝達志水町で行った名古屋大学 X バンド偏波ドップラーレーダーによるドップラー速度の
観測結果からも確認された。
(2)感度実験
収束帯を生じさせている陸側の南寄りの風の形成要因を調べるために、地形・陸面粗度・陸面
の熱的性質についての感度実験を行い、再現実験の結果と比較した。図 2 (左)に、地形をフラッ
トにし、標高 1 m にした感度実験の計算結果を示す。地形フラットの感度実験でも線状降雪帯は
形成された。停滞位置は、山陰沖では再現実験とほぼ同じであったが、北陸西部では再現実験よ
り内陸部に位置した。また山陰沖では再現実験と積算降水量があまり変わらなかったが、北陸西
部では、積算降水量の最大値が半分以下となった。これは、北陸西部で収束帯が地形による迂回
効果によって強化されていることを示唆するものである。一方、陸面温度を海面温度と等しくす
ることで海陸差による下層気温の差をなくした感度実験では、北陸周辺では線状降雪帯や収束帯
はまったく形成されなかった(図 2: 右)。これは、海上と陸上の気温差によって本州中部で発生す
る局地的高気圧の効果が、線状降雪帯の形成に対して本質的であったことを示している。また、
粗度の海陸差をなくした感度実験では、降水量の減尐があったが、減尐幅は小さかった。粗度の
海陸差による効果は、線状降雪帯の形成に対して補助的な役割であったと考えられる。

図 1 左: 気象庁レーダー・アメダス解析雨量、右: CReSS 再現実験の計算結果を示す。シェードは 2009
年 1 月 24 日 21JST からの 24 時間積算降水量(mm)、矢印は高度 500 m の 24 時間平均風向風速を示す。
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Taro Shinoda, Tadayasu Ohigashi, Masaya Kato, Mayumi Yoshioka, Yasumitsu Maejima, Tomohito
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Abstract:
The aim of this study was to clarify the features and mechanisms of severe weather systems with
heavy
rainfall/snow/thunderstorm
caused by non-hydrostatic地形フラットかつ地表温度海陸差なしの感
dynamics and microphysical processes. A
図 2 左:
CReSS 地形フラットの感度実験の計算結果、右:
non-hydrostatic
regional
cloud
resolving
numerical
model,
CReSS
(Cloud Resolving Storm Simulator),
度実験の計算結果を示す。シェード・矢印は図 1 と同じ。
developed at Nagoya University, enables numerical simulations of 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
(3)流跡線解析
observed directly.
前述の各効果がどう陸側からの南寄りの風に影響しているかを調べるために、収束帯付近の空
Numerical simulations of three cases were performed for analysis: (1) Snowband along the Hokuriku
気塊に対しバックトラジェクトリー解析を行った。収束帯の南側に到達した空気塊は琵琶湖北部
coast in winter, (2) Mesoscale wintertime cyclone on the Japan Sea and (3) Deepening central pressure
から白山山系にかけての山脈によって迂回したと思われる経路を通っており、地形迂回効果によ
mechanism in a typhoon. The results are as follows. (1) The snowband observed during January 24-26,
2009 in Hokuriku was successfully simulated. Numerical sensitivity experiments showed that the thermal
る風向の変化があったことを示している。次に、地形フラットの感度実験の結果に対して行った
contrast depending on the land-sea distribution
contributed to producing/sustaining the snowband. (2) The
バックトラジェクトリー解析の結果を図
3 に示す。収束帯付近の空気塊の経路は再現実験の結果
mesoscale
cyclone
observed
on
January
31,
2005
was well reproduced by the simulation. Numerical
と同様に、収束帯の南北で海上を吹走してきた西風と、陸上を吹走してきた南寄りの風に分かれ
sensitivity experiments in dry atmosphere suggested that the moist process in the upward flow around the
ていた。この陸側の南寄りの風の空気塊の経路とかかっていた力の時間変化を運動方程式の各項
center of the vortex enhanced the cyclone produced by the barotropic instability. (3) The forward trajectory
毎に調べた。収束帯の南側下層に達していた空気塊は、日本海から島根県付近で上陸し、中国地
method was employed for the numerical analysis of T0712 to study the mechanism deepening the central
方を吹走してきたものであった。空気塊にかかるコリオリ力及び摩擦力は、ほぼ一定であったた
pressure depression of the typhoon. Trajectories showed that every air parcel in the central column of the
め、この空気塊の北向き加速度は空気塊にかかる北向き気圧傾度力の変化とほぼ対応していた。
typhoon traveled upward through the eye-wall cloud region and then flowed outward in the top of the
収束帯の南側の空気塊について、
運動方程式を変形した地衡風成分の時間変化を図
4(上)に示す。
troposphere, while the central pressure
depressed on the surface.
Our research team at Nagoya University is studying mesoscale phenomena to clarify their mechanisms
収束帯の南側の空気塊は気圧傾度力の増加によって東西方向の非地衡風成分が大きくなっており、
using numerical simulations/analyses by CReSS with the data of field observations. A new version of
これが南北方向の加速度の増大につながったと考えられる。一方、収束帯の北側に到達した空気
CReSS
has been developed, which is coupled with a regional ocean model or a global atmospheric model
塊は、日本海上を吹走中、収束帯南側に達した空気塊より大きな北向き気圧傾度力を受けていた
in local nesting. The coupled CReSS can perform more simulations. To achieve the aim of our study of
が、収束帯南側の空気塊とは異なり北陸に近づくにつれて空気塊にかかる北向き気圧傾度力は減
mesoscale phenomena, CReSS is still being developed, e.g., by adopting more detailed cloud microphysical
尐していた。また風の東西成分が場から見積もられた地衡風の東西成分とほぼ一致しており(図
schemes, improving schemes of surface physics and employing radiation codes.
4: 下)、北向き加速度の増加にはつながらなかったと考えられる。
Keywords:
Non-hydrostatic model, Cloud-resolving model, Cloud physics, Cloud microphysical process, Severe
weather systems, Typhoon, Snowband, Mesoscale cyclone
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図 3 CReSS 地形フラット感度実験の計算結果を用いたバックトラジェクトリー解析結果。1 月 25 日
02JST に高度 200 m、東経 136.5°の北陸沿岸部周辺に到達した空気塊の経路を示す。小さい丸印は 5
分毎、大きい丸印は 1 時間毎の経過点を示す。丸印の色はその時点の空気塊の高度を示す。

図 4 図 3 のバックトラジェクトリー解析結果から収束帯南側(上段)及び北側(下段)の空気塊の風速を
青・赤の実線、地衡風成分を青・赤の破線で示す(青: 東西成分、赤: 南北成分)。緑線は空気塊の風向
を示す。

3.2 豪雪をもたらす日本海上の小低気圧
3.2.1 概要
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。平成 20 年度の年報で、2005 年 1 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 を用いて再現し、順圧不安定が発達原因の一つとして有力である
ことを報告した。本年度は擾乱の形成過程における凝結の効果を調べるために、感度実験として
乾燥大気によるシミュレーションも行い、湿潤大気の場合と比較した。その結果、乾燥大気でも
順圧不安定によって擾乱そのものは形成されるが、発達が弱まることがわかった。

3.2.2 実験設定
本実験では 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
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Project
name:
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 00UTC に初期
Cloud-Resolving
Simulations of Heavy
Rainfall Systems
and Typhoons
時刻を設定し、36 時間積分を行った。
モデル領域は水平
1024 km×904
km、鉛直 15.0 km をとり、

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
2009
April – 2010 March
暖かい日本海からの影響を強く受けることを考慮し、鉛直格子を最下層
40 m～最上層 680 m まで
増やすストレッチング方式を用いた。地形データは GTOPO30(Global 30 Arc Second Elevation Data
Project leader:
Set)、海面水温(Sea Surface Temperature: SST)データは MGDSST(Merged Satellite and In-situ Data
Kazuhisa Tsuboki, Hydorospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University
Global Daily Sea Surface Temperature)、初期値・境界値には気象庁メソモデル(Meso-Scale Model:
MSM)予報値を用いた。これらの設定のもと、感度実験として雲物理過程を考慮した湿潤大気の
Project members:
場合と乾燥大気の場合の
2 通りで再現実験を行い、結果を比較検討した。
Masaya Kato, Mayumi Yoshioka, Yasumitsu Maejima, Tomohito
Taro Shinoda, Tadayasu Ohigashi,

Hioki, Hiroki Okamoto, Hydorospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University
3.2.3 結果
CReSS による計算開始から 6 時間後の 1 月 31 日 06UTC になると、日本海寒帯気団収束帯(Japan
sea
Polar air-mass Convergence Zone: JPCZ)が形成されている高渦度の領域が波を打つように曲が
Abstract:
り始め、09UTC
には直径
50 km
The aim of this
study was
to 程度のメソβスケールの擾乱が確認された。擾乱が形成される過
clarify the features and mechanisms of severe weather systems with
heavy
rainfall/snow/thunderstorm caused by non-hydrostatic dynamics and microphysical processes. A
程においては、渦度の大きさ、擾乱の成長率ともに、雲物理過程の有無で大きな差はなかった。
non-hydrostatic
regional cloud resolving numerical model, CReSS (Cloud Resolving Storm
Simulator),
しかし擾乱が発達する過程になると次第に渦度の大きさに差が表れ始めてきた。図
5 は積分開始
developed
at
Nagoya
University,
enables
numerical
simulations
of
mesoscale
meteorological
phenomena,
から 21 時間経過後の 1 月 31 日 21UTC の高度 500 m における渦度と地表面風である。雲物理過程
e.g., typhoons, cyclones, tornadoes and localized heavy rain/snow. The model outputs in high-resolution
を入れた場合では、もっとも発達した擾乱で渦度が 3.0×10-3 1/s に達しており、個々の擾乱の存
simulations provide data for understanding the processes and the mechanisms of-3 phenomena that cannot be
在が際立っている様子がわかる。一方、乾燥大気では渦度が高々2.0×10
1/s にとどまっており両
observed directly.
ケースで明確な違いが生じた。擾乱発生・発達において順圧不安定が重要であることは平成
20 年
Numerical simulations of three cases were performed for analysis: (1) Snowband along the Hokuriku
度の年報でも報告しており、これはどちらのケースでも当てはまった。しかし雲物理過程を考慮
coast in winter, (2) Mesoscale wintertime cyclone on the Japan Sea and (3) Deepening central pressure
mechanism in a typhoon. The results are as follows. (1) The snowband observed during January 24-26,
したケースでは順圧不安定に加え、擾乱の中心部での上昇流に伴う水蒸気の凝結が擾乱の発達に
2009 in Hokuriku was successfully simulated. Numerical sensitivity experiments showed that the thermal
寄与しており、より強い渦度を持った擾乱となって現れた。
contrast depending on the land-sea distribution contributed to producing/sustaining the snowband. (2) The
mesoscale cyclone observed on January 31, 2005 was well reproduced by the simulation. Numerical
sensitivity experiments in dry atmosphere suggested that the moist process in the upward flow around the
center of the vortex enhanced the cyclone produced by the barotropic instability. (3) The forward trajectory
method was employed for the numerical analysis of T0712 to study the mechanism deepening the central
pressure depression of the typhoon. Trajectories showed that every air parcel in the central column of the
typhoon traveled upward through the eye-wall cloud region and then flowed outward in the top of the
troposphere, while the central pressure depressed on the surface.
Our research team at Nagoya University is studying mesoscale phenomena to clarify their mechanisms
using numerical simulations/analyses by CReSS with the data of field observations. A new version of
CReSS has been developed, which is coupled with a regional ocean model or a global atmospheric model
in local nesting. The coupled CReSS can perform more simulations. To achieve the aim of our study of
mesoscale phenomena, CReSS is still being
developed, e.g., by adopting more detailed cloud
microphysical
×10-3
(a)
×10-3
(b)
schemes, improving schemes of surface physics and employing radiation codes.
図 5 (a) 2005 年 1 月 31 日 21UTC における雲物理過程を考慮した場合のシミュレーション結果。(b)
同時刻の乾燥大気でのシミュレーション結果。シェードは高度 500 m における渦度(1/s)、ベクトルは
Keywords:
高度 10 m の水平速度(m/s)。
Non-hydrostatic model, Cloud-resolving model, Cloud physics, Cloud microphysical process, Severe
weather systems, Typhoon, Snowband, Mesoscale cyclone
3.3 発達する台風の気圧低下メカニズム
3.3.1 概要
発達する台風で中心気圧が低下していくのは、中心部の空気が取り除かれるからであると考え
られる。台風中心からの強い吹き出しは眼の壁雲域の上層に位置しているが(Marks and Houze,
1987)、これだけでは中心部の空気の排出を完全に説明することは出来ない。本研究では平成 20
年度報告で取り上げた台風 0712 号について数値実験を行い、トラジェクトリー解析を用いて中心
部の空気がどのように取り除かれるのかを調べた。トラジェクトリー解析では、中心部にある空
気塊が眼の壁雲域を通って対流圏上層まで上昇し、高度 12 km から 16 km 付近のアウトフローに
よって外側へと吹き出していることが示された。対流圏全層にわたって、中心部の空気が眼の壁
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雲域を通って対流圏上層から外側へと排出されることで、台風の中心気圧の低下が起きていると
考えられる。
3.3.2 実験設定
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. 3.0(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
台風中心の各層にある空気塊が時間とともにどこに移動するのかをフォワードトラジェクトリ
ー解析(Golding, 1984)を用いて調べた。図 6 にトラジェクトリー解析の結果を示す。高度 10 km
以上にある空気塊は下降しながら外側へと移動し、高度 10 km 付近で眼の壁雲に入っている。一
方、高度 10 km 以下にある空気塊は、高度を一定に保ちながら眼の壁雲へと移動している。どの
高度の空気塊も、眼の壁雲域に入った後は上昇し、対流圏上層まで到達している。そして高度 12
km から 16 km において、外側へと吹き出している。台風発達時には、このように、中心部の空気
塊が眼の壁雲域で上昇して対流圏上層に運ばれ、上層で外側へ排出されることによって、中心気
圧の低下が起きていると考えられる。
各層ごとの空気塊についてみると、高度 2 km 以下、及び高度 9 km から 12 km のトラジェクト
リーのうち、半数以上が半径 150 km 以上の外側へと吹き出している。一方、他の高度のトラジェ
クトリーは半数以上が 50 km 以内に留まっている。このことから、2 km 以下の対流圏下層、及び
9 km から 12 km の対流圏上層の空気塊の排出が、台風中心の気圧低下に大きく寄与していること
を示唆する。

図6 台風中心部にある空気塊のトラジェクトリー。各色の線はそれぞれの高度においた空気塊の個々
のトラジェクトリー、■がトラジェクトリーの計算開始地点、▲が計算終了地点を示す。
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4.
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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
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った。
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ことで、台風の中心気圧の低下が起きていることが示された。
typhoon traveled upward through the eye-wall cloud region and then flowed outward in the top of the
troposphere,
while the central pressure depressed on the surface.
5.
今後の研究展望
Our research team at Nagoya University is studying mesoscale phenomena to clarify their mechanisms
今後も台風や豪雨、降雪、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
using
numerical simulations/analyses by CReSS with the data of field observations. A new version of
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。
CReSS has been developed, which is coupled with a regional ocean model or a global atmospheric model
2009
年の線状降雪帯、日本海の小低気圧の形成メカニズムについては雲物理を含む高解像度のシ
in local
nesting. The coupled CReSS can perform more simulations. To achieve the aim of our study of
ミュレーションと感度実験により初めて解明された結果である。
号の中心気圧低下のメ
mesoscale phenomena, CReSS is still being developed, e.g., by adopting台風
more0712
detailed
cloud microphysical
schemes, improving schemes of surface physics and employing radiation codes.
カニズムも高解像度のシミュレーションを用いたトラジェクトリー解析で得られた結果である。
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。
Keywords:
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過程の表現、地表面過程の改良、放射過程の導入が進行している。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実施する。
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研究課題名：
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
課題代表者：京都大学大学院工学研究科
共同研究者：京都大学大学院工学研究科

小森 悟
黒瀬良一・高垣直尚

要旨：
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，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とスカラ場
を同時に解くことか可能な 3 次元直接数値計算（DNS）コードの開発を行った。また、ここで開
発した DNS コードを既往研究に比べて風速が大きい場合の風波気液界面近傍の流動場およびス
カラ場に適用することにより、風波気液界面近傍の乱流構造とスカラ輸送機構について検討を行
った。その結果、風波気液界面を通してのスカラ輸送は、液側流動場の縦渦を伴うバースティン
グ運動により強く支配されることを明らかにした。
キーワード：
物質交換、気液界面、海洋、風波、うねり、DNS
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4.
まとめ
研究課題名：
本研究では、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とスカラ
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
場を同時に解くことが可能な 3 次元直接数値計算（DNS）コードの開発を行った。また、ここで
構に及ぼすうねりの効果
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液界面を通してのスカラ輸送は、液側流動場の縦渦を伴うバースティング運動により強く支配さ
れることを明らかにした。
3.2 背景と目的
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
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
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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; Komori, 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（Kurose et al., 2008）。
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。平成 21 年度は、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とスカラ場を同時に解くことが可能な 3 次元直接
数値計算（DNS）コードの開発を行った。
3.3 数値計算
本計算では、界面追跡手法として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 に計算領域の概略を示す。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。計算領域および格子点数は主流、スパン、鉛直方向にそれぞれ 8δ × 4δ × 3δ、200 × 100 × 180
とした。支配方程式の数値解法には有限差分法に基づく MAC（Marker And Cell）法を用いた。本
計算では、初期気側一様流速 U∞,ini を 5.2 m/s、初期気側摩擦速度 u∗ を 0.25 m/s とした。この時
の気側一様流速 U∞と気側高さ δ（=1.25×10−2m）基準の Reynolds 数 Reini は 4340、気側摩擦速度と
δ 基準の Reynolds 数 Reτ,ini は 210 となる。またスカラ場の計算は t = 2.35s から開始した。ここで、
時間 t は気液界面上に風を吹かせ始めてからの時間である吹送時間を表す。本研究では、風波が
発達する乱流場（以下、風波乱流場と呼ぶ）と、界面形状を平滑面に固定し風波を発達させない
乱流場（以下、平滑乱流場と呼ぶ）の 2 ケースについて計算を行った。

図 1 計算領域と計算格子。

3.4 計算結果
図 2 に風波乱流場の t = 5.5s 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。図より、気液界面には三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、4 に風波乱流場の風波の有義波高（波底から波頂までの高さ）Hs および有義波長 λ の時
系列変化を示す。図より、Hs と λ は時間の経過に従って増大することがわかる。また、Hs の大ま
かな値は既往実験値の摩擦速度がほぼ等しいケースとも一致しており（u∗ = 0.23 m/s、Hs = 0.38
cm）、現実的な風波が形成されていると判断できる。
図 5 に風波乱流場および平滑乱流場での t = 4.5s における気液界面を通しての局所スカラフラッ
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4.
まとめ
クスの瞬間分布をそれぞれ示す。図より、局所スカラフラックスは風波乱流場の方が平滑乱流場
本研究では、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とスカラ
より高い値をとることがわかる。また、風波乱流場と平滑乱流場の局所スカラフラックス分布に
場を同時に解くことが可能な
3 次元直接数値計算（DNS）コードの開発を行った。また、ここで
はともに主流方向にストリーク状の低い値をとる領域が存在するが、その低局所スカラフラック
開発した
DNS
コードを既往研究に比べて風速が大きい場合の風波気液界面近傍の流動場および
スストリークは風波乱流場の方が非一様に分布していることもわかる。このような低局所スカラ
スカラ場に適用することにより、風波気液界面近傍の乱流構造とスカラ輸送機構について検討を
フラックスストリークは、液側の界面近傍領域に発生するバースティング運動に寄与する縦渦型
行った。その結果、風波気液界面を通してのスカラ輸送は、液側流動場の縦渦を伴うバースティ
の（主流方向に軸をもつ）乱流渦が界面付近のスカラを輸送するために現れることが知られてい
ング運動により強く支配されることを明らかにした。
る。従って、風波乱流場では、波動運動が乱流の発達を促進し、液側の界面近傍におけるバース
ティング運動の発生を活発にするため、平滑乱流場に比べて局所スカラフラックスが高く、低局
5. 今後の研究展望
所スカラフラックスストリークが非一様に分布するようになると考えられる。図
6 にスカラ濃度
の今後は、風波気液界面を通しての物質輸送と乱流構造の関連性の詳細を明らかにする予定であ
x − z および y − z 断面分布の時間変化を示す。風波乱流場のスカラは気液界面から縦渦を意味
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
するマッシュルーム状に巻き込まれながら下方へと輸送されることがわかる。
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。
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図 3 風波の有義波高 Hs。

図 4 風波の有義波長 λ。
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図 5 局所スカラフラックスの瞬間分布。

図 6 スカラ濃度の断面分布（Wind wave）。
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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
2009 April – 2010 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 gases 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) code for simulating the
turbulence and scalar transfer in the wind-driven air-water two-phase flow has been developed. In addition,
the DNS code 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 and the scalar transfer mechanism across the
air-water interface were investigated. In order to capture the moving air-water interface, an Arbitrary
Lagrangian Eulerian formulation (ALE) method was employed. The results showed that the scalar transfer
across the wind-driven air-water interface was mainly controlled by the streamwise vortices related to
bursting motions on the liquid side.
Keywords:
Mass transfer, Air-water interface, Ocean, Wind wave, Swell, DNS
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研究課題名：
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
課題代表者：京都大学大学院工学研究科
共同研究者：京都大学大学院工学研究科

花崎秀史
岡村 徹

要旨：
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、成層強度（フルード数）依
存性に関して、強成層の場合、弱成層の場合に比べ、構造のスケールが大きい（分厚い）ことが
わかった。また、エネルギースペクトルに関しては、強成層の場合、弱成層の場合に比べ、ポテ
ンシャルエネルギー及び運動エネルギーの波動成分の高波数成分が小さいことがわかった。これ
は、強成層時には、高波数領域にまで成層効果が働いて非線形効果が弱まり、エネルギーカスケ
ードが抑制されるためと考えられる。
キーワード：
成層乱流、熱塩二重拡散
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研究課題名：
The Modeling and Prediction of Eddy Diffusion Coefficient of Heat and Salt in the
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
Ocean by the Numerical Simulation of Turbulence.
実施年度：
2009 April – 2010 March
平成 21 年度～21 年度
Project leader:
課題代表者：京都大学大学院工学研究科
Hideshi
Hanazaki, Kyoto University
共同研究者：京都大学大学院工学研究科
Project member:
Tohru
Okamura, Kyoto University
1. 研究目的

花崎秀史
岡村 徹

熱塩循環を計算する多くの海洋モデルにおいて、熱と塩分に等しい渦拡散係数が用いられてき
Abstract:
た。しかし、熱と塩分の分子拡散係数には
100 倍の差があるため、乱流拡散係数に対するその影
Ocean circulation, also known as thermohaline
circulation, is generated by buoyancy effects of salt
響が指摘されている。本研究では、熱と塩分の分子拡散係数の違い（differential
diffusion）によっ
and
heat. In numerical models of ocean circulation, the same turbulent diffusion coefficient
is used for both
て生じ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
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
内実験と理論を併用して解明する。
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), were
キーワード：
investigated.
The Froude-number dependence of the scalar structures showed that a thicker pan-cake
成層乱流、熱塩二重拡散
structure could be observed under strong stratification. The corresponding energy spectra showed that
stronger stratification gave smaller high-wave number components in the potential energy and in the wave
2.
スーパーコンピュータ利用実績
components
of kinetic energy. This suggests that, under strong stratification, stratification effects intrude in
smaller scales to reduce nonlinear effects, leading to a weaker cascade of energy to smaller scales.
2.1 計算機利用時間
Keywords:
CPU 時間 1 ノード未満: 0 hr, 1 ノード: 452 hrs, 2 ノード: 0 hr, 計: 452 hrs
Stratified turbulence, Double-diffusion of heat and salt
2.2 利用概要
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 のモード数を用いて行った。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
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
（３）乱流強度（レイノルズ数）依存性
（４）初期条件依存性
などのパラメータ依存性の解析を行った。
3.2 背景と目的
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
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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(Gargett et al., 2003)。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 =
 ε / ν
N 2 （ ε ：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・極域密度躍層における値が Reb <
 O(103 ) であり、決して大きく
ない。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 K Heat 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」と呼ばれているが、近年、海洋観測においても、
KSalt <
 K Heat 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と理論を
併用して解明する。それと同時に、熱塩二重拡散系における乱流モデルの基本的な改良を行う。
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
熱塩拡散構造やフラックスの成層強度（フルード数）依存性の解析を行った。図 1 に、Fr=2.0
（弱成層）と Fr=0.1（強成層）の時の高プラントル数スカラー（塩分）の拡散率の空間分布を示
す。強成層の場合、弱成層の場合に比べ、構造のスケールが大きい（分厚い）ことがわかる。
図 2 に、対応するエネルギースペクトルを示す。強成層の場合、弱成層の場合に比べ、ES 及び
KEwave の高波数成分が小さい。これは、強成層時には、高波数領域にまで成層効果が働いて非線
形効果が弱まり、エネルギーカスケードが抑制されるためと考えられる。なお、高波数領域にお
いて、位置エネルギーES～運動エネルギーの波動成分 KEwave が成立しているのは、両者の間にエ
ネルギー等分配が成立しているためと考えられる。

(a)

(b)

図 1 高プラントル数 Pr=6 のスカラー（塩分に相当）の拡散率の空間分布の成層強度依存性。(a)Fr=2.0
（弱成層）、(b)Fr=0.1（強成層）
。
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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.
2009 April – 2010 March
Project leader:
Hideshi Hanazaki, Kyoto University
Project member:
Tohru Okamura, 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 for both
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), were
investigated. The Froude-number dependence of the scalar structures showed that a thicker pan-cake
structure could be observed
(a) under strong stratification. The corresponding energy
(b) spectra showed that
stronger stratification gave smaller high-wave number components in the potential energy and in the wave
components
of kinetic energy. This suggests that, under strong stratification, stratification effects intrude in
図 2 スペクトルの成層強度依存性。(a)Fr=2.0（弱成層）、(b)Fr=0.1（強成層）。KEvort:運動エネルギー
smaller scales to reduce nonlinear effects, leading to a weaker cascade of energy to smaller scales.
の渦成分、KEwave:運動エネルギーの波動成分、ET:Pr=1 のスカラー、ES:Pr=6 のスカラー（位置エネルギ
ー）のスペクトル。
Keywords:
Stratified turbulence, Double-diffusion of heat and salt

参考文献
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4. まとめ
本研究は、（1）塩分成層流体に対してPIV法（粒子画像計測法）及びLIF法（レーザー誘起蛍光
法）を用いて流速と塩分濃度分布の計測を行う水槽実験、（2）乱流の直接数値計算による現象解
析、（3）Rapid Distortion Theoryと呼ばれる線形理論を用いた解析、から成り、このうちの（2）
を国立環境研究所のスーパーコンピュータを用いて行った。数値計算の結果は、成層乱流中に2
種以上の熱・物質が存在する場合の乱流拡散のメカニズムの解明に大いに役立った。

5. 今後の研究展望
今後、現象の基礎的なメカニズム解明と同時に、海洋中の輸送現象のモデル化に進む予定であ
る。その際、別途行っている理論解析・水槽実験の結果も利用し、従来の海洋乱流モデルで用い
られている種々の仮定の是非の検討や改良を考えたい。計算機の高速化に伴い、内部重力波スケ
ール（数 km）までの現象が直接計算可能な時代となってきたが、最終的にどこまでの解像度が必
要かも含め、未知の部分も多い。例えば、成層流体中の大スケールから小スケールへのエネルギ
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ーの「逆カスケード」一つをとっても、2 次元的な流れであるにもかかわらず逆カスケードはし
ていないとする数値計算結果が最近提出される等、論争は終結していない。コリオリ効果が小さ
く成層効果のみが支配的な小スケールにおいて逆カスケードがもしなければ、流体運動のエネル
ギー収支の点からは、ある程度の解像度で計算精度が十分となる可能性も出てくる。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表(査読有)
Hanazaki H., Kashimoto K., Okamura T. (2009) Jets generated by a sphere moving vertically in a stratified fluid.
Journal of Fluid Mechanics, 638, 173 - 197 .
Hanazaki H., Konishi K., Okamura T. (2009) Schmidt number effects on the flow past a sphere moving
vertically in a stratified diffusive fluid. Physics of 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, Springer Proceedings in Physics 132, 447-448.
6.2 口頭発表
Hanazaki H., Okamura T. (2009) Jets generated by a sphere moving vertically in a stratified fluid.
Kyoto-Seoul-Tsinghua Three Asian University Thermal Engineering Conference.
Hanazaki H., Okamura T. (2009) Slow oscillation of passive scalar fluxes in stratified turbulence. 62th Annual
Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics. Bulletin of the American Physical
Society 54 (19), pp. 328,.
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研究課題名：
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
課題代表者：東京大学気候システム研究センター
共同研究者：東京大学気候システム研究センター
倉橋貴純・末吉哲雄
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要旨：
気候感度は、他の様々な気候変動の大きさの目安になることや全球平均気温変化量が政策決定
の場において目標としてよく参照されることから、非常に重要な指標である。たとえば、これま
での研究により、極域の気温変化の大きさは、第一次近似としては気候感度と強い関係があるこ
とが示されている。したがって、将来の海面水準予測においては、多数の気候モデルの出力にお
ける全球気温変化と極域の気温や降水量変化の関係、あるいはシナリオと極域の気候変化の関係
を定量的に評価・理解することが必要である。そのためには、気候感度さらには極域で特に重要
なアルベドフィードバックを含め、水蒸気や雲などの個々のフィードバックの解析・評価が重要
になる。前年度までに整備されたフィードバック解析ツールを用いて、パラメータアンサンブル
を解析し、これまで単一のパラメータセットでしか行われてこなかった実験から得られた物理プ
ロセスの重要性の確認や、パラメータの不確実性だけでは説明されえないモデルの構造的不確実
性の重要性などが認識された。今後はこれらの手法をマルチモデル解析にも応用することにより、
不確実性の研究への貢献が期待される。また、最終氷期における海洋深層循環の弱化のメカニズ
ムを調べるための海洋大循環モデル COCO による感度実験や最終氷期における海洋生物生産の変
化のメカニズムを調べるための海洋中の炭素・鉄循環のシミュレーションも行われた。
キーワード：
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
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実施年度：
平成 21 年度～21 年度
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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。
キーワード：
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. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 2562 hrs, 1 ノード: 17,968 hrs, 2 ノード: 0 hr, 計: 20,530 hrs
2.2 利用概要
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。また、
気候感度の解析のために必要な計算を行った。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、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
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
実験およびそれらの結果の解析を通じて、地球温暖化への知見を深めるための研究を実施した。
(a)最終氷期における海洋深層循環の弱化のメカニズムを調べるための海洋大循環モデル COCO
による感度実験、(b)最終氷期のおける海洋生物生産の変化のメカニズムを調べるための海洋中の
炭素・鉄循環のシミュレーション、(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の作成およびそれらを用いた解析。
以下では特に(c)に注目し、その概要、背景、目的、結果の詳細を報告する。
3.1 概要
前年度までに、MIROC3.2 の大気大循環モデルと海洋混合層モデルを用いた、産業革命前標準
実験、二酸化炭素倍増実験、最終氷期極大期実験、および標準実験において温室効果ガスの濃度
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のみを最終氷期極大期のレベルにした実験について、高精度かつ詳細なフィードバック解析を行
った。さらに、これらの結果を参照データとして多数の気候モデルの出力や物理アンサンブル実
験の結果を理解するための簡便なフィードバック解析手法の精度の検討を行い、ツールを整備し
た。その結果、短波領域の解析には APRP 法 (Taylor et al., 2007)、長波領域の解析には放射カー
ネル法 (Soden et al., 2008) が適していることがわかった。今年度は、これらのツールを用いて、
実際にパラメータアンサンブル実験の解析を行った。その結果、これまで単一のパラメータセッ
トでしか行われてこなかった実験から得られた物理プロセスの重要性の確認や、パラメータの不
確実性だけでは説明されえないモデルの構造的不確実性の重要性などが認識された
3.2 背景と目的
将来の地球の平均気温がどのくらい変化するかを表す気候感度の推定、およびその不確定性の
評価は将来の気候予測を議論する上で不可欠である。例えば、将来の海面水準予測を考えてみて
も、極域の気温変化の大きさは、第一次近似としては気候感度と強い関係があることが示されて
おり（Masson-Delmotte et al., 2006; Hargreaves et al., 2007）、正確な海面水準予測のためには、多数
の気候モデルの出力における全球気温変化と極域の気温や降水量変化の関係、あるいはシナリオ
と極域の気候変化の関係を定量的に評価・理解することが必要である。そのためにも、気候感度
さらには極域で特に重要なアルベドフィードバックを含め、水蒸気や雲などの個々のフィードバ
ックの解析・評価が重要になる。本研究では、多数の気候モデルの出力や物理アンサンブル実験
の結果を理解するための簡便なフィードバック解析手法を開発し、それを用いて MIROC 気候モ
デルのパラメータアンサンブル実験を解析した。
3.3 数値シミュレーション
MIROC3.2 の大気大循環モデルと海洋混合層モデルを用いて以下の実験の解析を行った。
(1)産業革命前標準実験、(2)二酸化炭素 1.4 倍増実験、(3)最終氷期最盛期実験、(4)標準実験お
いて温室効果ガスの濃度のみを最終氷期極大期のレベルにした実験、(5)最終氷期最盛期において
二酸化炭素を倍増した実験について、パラメータアンサンブルを行い、フィードバック解析を行
った。パラメータアンサンブル実験自体は地球シミュレータ上で行われたが、解析のための
放射カーネルの作成に、国立環境研究所のスーパーコンピュータが使用された。

3.4 結果
前年度までに確立されたフィードバック解析手法を用いて MIROC 気候モデルのパラメータア
ンサンブル実験を解析した。パラメータアンサンブル実験の詳細は Yokohata et al. (2009)に記載さ
れているが、さらに古気候アンサンブル実験も含めて解析した。なお、著者の知りうる限り、こ
れまで古気候のパラメータアンサンブルフィードバック解析が行われた例はない。将来気候と古
気候の両方に適用するために、いくつかの工夫がなされ、その工夫の際に、国立環境研究所のス
ーパーコンピュータの使用が非常に重要な役割を果たした。
Yoshimori et al. (2009)では、MIROC の標準パラメータを用いて実験が行われたのに対し、本研
究では、13 のパラメータについて 40（実際に使用されたデータは 36）の異なったパラメータセ
ットで行われた実験を解析した。Hargreaves et al. (2007)では、同様のパラメータアンサンブル実
験を行ったが、そのばらつきのメカニズムや個々のフィードバックに関する解析は行われなかっ
た。本研究では、これらの研究をさらに発展させた。その結果、Yoshimori et al.（2009）の結果が
単一パラメータセットによる偶然の結果ではなく、広いパラメータ空間で一貫した結果であるこ
とが確認された。特に、最終氷期最盛期と二酸化炭素増加実験における気候感度（フィードバッ
ク）パラメータの違いが雲の短波領域におけるフィードバックの効き方の違いであることが確認
された（図 1）。
これらの結果は、既存研究の結果の単なる再現ではなく、気候モデルの特性のより深い理解に
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もつながる。また、現実的なパラメータ値の範囲内では、他のモデルの振る舞い（Crucifix, 2006）
をとらえることができず、パラメータの不確実性による影響に加えて、物理プロセスの定式化そ
のものの構造的不確実性の研究の重要性が認識された。
その他に、最終氷期における海洋深層循環の弱化のメカニズムを調べるための海洋大循環モデ
ル COCO による感度実験により、海面冷却の強さとともに風応力の違いが海洋深層循環の応答に
大きく影響することがわかった。また、最終氷期における海洋生物生産の変化のメカニズムを調
べるための海洋中の炭素・鉄循環のシミュレーションを行い、南大洋の応答には海氷の広がりに
よる短波放射量の減少が重要であることなどが示された。

図 1 気候感度パラメータとフィードバックパラメータ。パラメータの異なる 36 モデルによる 1.4 倍
CO2(縦軸)と LGM（横軸）のフィードバックの違い。上段）左より、気候感度パラメータ、シミュレ
ーション結果から求められたフィードバックパラメータ、フィードバック解析より求められたフィー
ドバックパラメータ、水蒸気と温度減率フィードバックの強さ。下段）左より、アルベドフィードバ
ックの強さ、短波の雲フィードバックの強さ、長波の雲フィードバックの強さ、プランク応答。
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Yokohata T., Webb M.J., Collins M., Williams K.D., Yoshimori M., Hargreaves J.C., Annan J.D. (2009)
Structural similarities and differences in climate responses to CO2 increase between two perturbed physics
ensembles. J. Climate, 23(6), 1392-1410.

4. まとめ
パラメータアンサンブルのフィードバック解析により、気候感度や将来予測を確率的に表現す
るだけでなく、その不確実性の原因となる物理プロセスの同定にまで踏み込んで解析が可能にな
ったことは意義深い。また、古気候と将来気候を広いパラメータ空間で結び付けることにより、
モデルの特性の理解や過去の事実から将来の気候感度の制約への発展が可能になった。間接的で
はあるが、構造的不確実性の重要性が認識されたことも非常に重要である。これらの結果は、使
用されたモデル応答の解釈だけでなく、他国のモデルとの比較や気候システムの理解にとっても
本質的に重要であり、国際的な貢献度も大きいと考えられる。

5. 今後の研究展望
今後の研究として、極域での気温変化増幅のメカニズムなどを広いパラメータ空間で議論する
ことが可能になることが予測される。そのほかにも、氷期における大西洋深層循環の弱化のメカ
ニズムについてのより詳細な検証、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
実験における海洋熱塩循環の変化の影響の評価、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、など引き続き研究を行っていく予定である。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表（査読有）
Oka A., Hasumi H., Obata H., Gamo T., Yamanaka Y. (2009) Study on vertical profiles of rare earth elements
by using an ocean general circulation model. Global Biogeochemical Cycles, 23, GB4025,
doi:10.1029/2008GB003353.
6.2 誌上発表（査読無）
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洋, 42(3), 142-151.
岡 顕, 小畑 元 (2010) 海洋大循環モデルによる希土類元素濃度分布の再現, 月刊海洋, 42(1), 31-38.
岡 顕, 阿部彩子 (2010) 氷期における熱塩循環のモデリング, 月刊海洋, 42(3), 180-184.
6.3 口頭発表
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Project name:
Paleoclimate Modeling and Global Warming Experiments Using MIROC–med and an
Ice Sheet Model (ICIES)
2009 April – 2010 March
Project leader:
Ayako Abe-Ouchi, Center for Climate System Research, The University of Tokyo
Project members:
Akira Oka, Masakazu Yoshimori, Yusuke Koyama, Tatsuya Kitazawa, Takasumi Kurahashi, Tetsuo
Sueyoshi, Center for Climate System Research, The University of Tokyo
Abstract:
Climate sensitivity is a useful metric that represents the gross size of the climate system response to
radiative perturbations. For example, it is shown that there is a good correlation between climate sensitivity
and the degree of polar warming which is an important factor for the future sea level rise. In order to
quantify and reduce the range of uncertainty in future climate projections, it is important to understand
various feedback processes which determine the climate sensitivity. In previous years, we had developed
tools for the feedback analysis. In this fiscal year, we applied these tools to the perturbed parameter
ensembles in which multiple parameters in the model MIROC are varied within a range of uncertainty. We
identified important feedback processes that had been pointed out previously by a single model with a
single parameter set. It was also demonstrated that some of the multi-model behaviors could not be
captured by simply varying the model parameter values. The application of this method to multi-model data
would enhance our understanding of climate sensitivity. We also conducted sensitivity experiments to
understand the mechanisms responsible for the weak Atlantic meridional overturning circulation during the
last glacial maximum. Furthermore, experiments studying marine carbon cycle, iron, and biological
productivity were conducted.
Keywords:
Paleoclimate simulation, Climate model, Carbon cycle model, Climate feedback
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研究課題名：
湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験
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・山下達也
神戸大学大学院理学研究科 高橋芳幸・納多哲史
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要旨：
本研究の目的は、地球から仮想的な大気まで含めた多様な湿潤大気の考察に適した数値モデル
群の整備、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。数値モデル群は、入出力イ
ンターフェースおよびコーディング書式を統一したスタイルで整備し、複数モデルの実行、結果
の比較考察を円滑に行えるようにする。 静水圧全球モデル dcpam と鉛直雲対流モデル deepconv
をモデル群の中心に据え、様々な階層の低次モデルを含めたモデル群として整備する。数値モデ
ル群を用いた数値計算によって大気構造の多様性を探求し、多様な湿潤大気をパラメータ空間上
に位置づけ、大気構造に関する知見を深めることをめざす。
本年度は、数値モデル群の整備としては、dcpam の空間低次元モデルの充実を図り、2 次元軸対
称モデルを開発した。並行して、dcpam と deepconv を用いて、湿潤大気構造の多様性を探る数値
実験を進めた。dcpam を用いた数値実験としては、地球の太陽定数の値を与えて同期回転惑星条
件での気候の探求を進めた。自転角速度を地球の値から 0 まで変化させた計算を行ったところ、
暴走温室状態は発生せずいずれも統計的平衡状態が得られることが確認された。deepconv を用い
た実験に関しては、主成分が凝結する大気中の対流に関する 2 次元計算を開始した。しかし、現
在の火星極域の鉛直温度分布を模した初期温度分布を与えた計算を行ったところ、温度が上昇し
続け雲が全て消失するという状態があらわれ、モデルの実装に問題があることが指摘された。こ
の問題を解決し、統計的平衡状態を得た後に、deepconv の 3 次元モジュールの整備を行った上で
主成分凝結対流の 3 次元計算の実行、dcpam を用いた全球計算の実行、両モデルの結果の比較に
もとづく考察に進む予定である。
キーワード：
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、主成分凝結対流、系外惑星大気
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1. 研究目的 Technology.
Communication
本研究の目的は、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
Abstract:
用いた基礎的数値実験の実行である。対象とするのは、現在の地球を中心に据えて、火星、金星、
The aims of this study were to construct a hierarchical set of numerical models which
would enable us
すなわち暴走温室状態や全球凍結状態などを含む広範な設定の下での湿潤大気、
あるいはさらに、
to
consider
the
diversity
of
moist
atmospheres,
including
the
earth
and
other
possible
planetary
situations,
近年発見が相次ぐ系外惑星を念頭においた仮想的な設定の下での湿潤大気である。数値計算を用
and to perform basic experiments on various moist atmospheres using these models. All of the models in
いて、様々な湿潤大気の存在を探索しその構造の多様性とそこに内在する力学を探求する。その
the hierarchical set are coded uniformly in the software design, making it an easy model set to use. The set
多様な世界の中に地球大気を位置づけていくことにより我々の大気の普遍性・特殊性への理解を
of models consists of a general circulation model (dcpam) and a convection resolving model (deepconv) as
深め、また、大気構造を決定する素過程に関する知見を深めることをめざす。
the principal models, and is reinforced by reduced models with different physical conceptual levels. By
using such a model series, we can explore the diversity of structures of moist atmospheres, describe branch
structures of solutions obtained for moist atmospheres in the parameter space, and improve our
キーワード： of circulation structures of moist atmospheres.
understanding
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、主成分凝結対流、系外惑星大気
This year a two-dimensional axisymmetric model was developed in order to enhance the reduced
models. In addition, we performed basic experiments to explore the diversity of moist atmospheres using
dcpam and deepconv. Using dcpam, numerical experiments on synchronously rotating planets were
2. スーパーコンピュータ利用実績
performed under the condition that the value of solar constant is the present earth's value but with planetary
rotation rate ranging from zero to the earth's value. For all experiments, statistical equilibrium states were
2.1 計算機利用時間
obtained;
a runaway greenhouse state did not emerge. We are now examining the occurrence conditions of
ノード未満:
1,861hrs,
1 ノード:
0hrs, various
2 ノード:
0hrs,of計:
1,861hrs
the1 runaway
greenhouse
state
by adopting
values
solar
constant. Using deepconv, we started a
numerical experiment on convection with condensation of the major constituent. The initial temperature
distribution
was determined based on an observed profile in the Martian polar region. The results showed
2.2 利用概要
that本年度は、数値モデル群の整備として全球静水圧モデル
the temperature kept increasing and all the clouds disappeared,
which indicates
that
we have to
2009)の
空間次元削減
dcpam(高橋ら,
reexamine
the
model
implementation.
After
resolving
the
problem
and
obtaining
a
statistical
equilibrium
のための構造を検討しその実装として軸対称モデルの開発を行ったこと、また、鉛直雲対流モデ
state, we will proceed to developing a dynamical module for the three-dimensional calculation of deepconv
ル deepconv（杉山ら, 2009）に関しては 3.3 節で述べるように、主成分凝結対流に関する計算にお
and then to GCM experiments of the atmospheres with condensable major constituents, and finally to a
いて統計的平衡状態が得られるには至っておらず計算コードの正当性確認が必要であったことな
comparison of the results obtained by deepconv and dcpam.
どにより、いずれも並列計算を必要とする大規模計算には至らなかった。本年度で主に実施した
湿潤大気に関する基礎的実験は、deepconv
を使用した主成分凝結大気に関する 2 次元計算である
Keywords:
Hierarchical
model,
General
circulation
model,
Non-hydrostatic
convection model, Moist planetary
が、その格子点数は水平方向に 250、鉛直方向に
200 であり、計算規模としてはあまり大きくな
atmospheres,
Convection
with
condensation
of
the
major
constituent,
Exoplanet atmospheres
いものに留まっている。また dcpam に関しても、昨年度に開始した、昼半球と夜半球が固定され
た条件を用いた実装実験を継続するに留まった。水平分解能としては T21 あるいは T42、鉛直層
数としては 16 または 48 の設定である。
しかし今後は、deepconv を用いた主成分凝結大気の計算においては、2 次元領域での平衡状態
を求めた後、これを大領域化し本格的なパラメータ計算を実施するとともに、より大きな計算リ
ソースを必要とする、領域の 3 次元化を実現しそれによる数値計算に至る予定である。また、dcpam
を用いた全球計算に関しては、同期回転惑星に関するパラメータ実験の並列計算を実施し、その
代表的なケースについて分解能依存性実験（大規模並列計算）を行い計算の信頼性検証を行った
後、deepconv による計算に対応した主成分凝結状態での全球大気計算に至ることを予定している。
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3. 研究結果
3.1 背景
本研究は様々な湿潤大気の存在を数値的に探索し、その構造の多様性を探求することにより、
翻って地球大気の普遍性・特殊性や大気素過程に関する理解を深めることをめざす。湿潤大気で
特に問題となるのは、雲対流や雲微物理過程など全球モデルでは表現できない、相変化を伴う乱
流の扱いである。一方で大規模循環構造はそれら湿潤過程（相変化を伴う乱流運動）と大規模運
動場自身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、本研究は、地球大
気とは異なる湿潤大気、たとえば二酸化炭素の雲対流が存在する火星などを考察の対象として加
え、地球大気に関して得られてきた知見をテストし、更にこれを推し進めてより広範なパラメー
タ空間への応用可能性を担保しようとするものである。このために、全球モデルなどの大規模モ
デルから鉛直 1 次元放射対流モデルなどの低次モデルに至るまで様々な複雑度の数値モデルを階
層的に用意する。複数モデルで得られる計算結果の比較検証を通じて、観測困難な設定あるいは
仮想的設定における計算結果のもっともらしさの相互補強を行おうというのが本研究におけるア
プローチである。
数値モデル群は、プログラム構造、入出力インターフェース、数式のコーディング方式を統一
したスタイルでそろえるべく整備を進めている。スタイルを統一することにより、複数モデルの
使用・改変および結果の比較をスムーズに行えるようになると期待される。静水圧全球モデル
dcpam と鉛直雲対流モデル deepconv をモデル群の中心に据え、軸対称 2 次元モデルや鉛直１次元
放射対流モデルなども同じ枠組みで開発し、様々な階層のモデル群として整備する。モデル複雑
度の変更を容易に行なうことを目的とした海外のモデル開発例としては GFDL の気候モデルの枠
組である FMS がある(http://fms.gfdl.noaa.gov/)。本研究では地球流体力学的理解という見地からソ
フトウェア構造の検討に取り組み、種々の階層の簡単概念モデルの結果とモデルで得られる循環
構造との比較を実現し、計算結果に対する力学的因果律の記述を明解に示すことを目指す。
以上の目的のもとに本研究では、昨年度の研究課題「湿潤惑星大気用数値モデル群の開発およ
び基礎的実験」(代表: 林祥介)より、数値モデル群の開発整備を進めている。昨年度は、dcpam
と deepconv のプログラム構造、入出力インターフェースの統一化を進めるモデル整備を行った。
湿潤大気における循環構造の多様性の探索に向けての基礎実験については、deepconv を用いた主
成分凝結対流に関する数値実験、dcpam を用いた同期回転惑星条件における数値実験を開始した。
本年度は、静水圧全球モデル dcpam の空間低次元化モデルを充実させることを目的として、その
ためのソフトウェア構造を設計し、軸対称 2 次元モデルの実装を行った。また、湿潤大気に関す
る基礎的実験に関しては、昨年度の実験を継続した上で、主成分凝結対流の考察を進めるために、
deepconv を用いた平行平面大領域計算および dcpam を用いた全球計算を実施し、両モデルの結果
の比較・考察まで進むことをめざした。しかしながら、後に述べるように、deepconv を用いた計
算において統計的平衡状態を得るまでには至っておらず、複数モデルを用いた考察は平成 22 年度
以降の課題として残された。
3.2 数値モデル群
上述のように数値モデル群は全球静水圧モデルと鉛直雲対流モデル、及び次元数や物理過程の
複雑度を低減させた低次モデルから成る。いずれのモデルも 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)と gtool5 ライブラリ(森川ら, 2010)に基づく
同一のスタイルでコーディングを行う。
全球静水圧モデルとして整備を行っているものは地球型惑星大気大循環モデル dcpam(高橋ら,
2009; ネット上に公開)である。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
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レベル
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Related
Fundamental Experiments on thedeepconv(杉山ら,
Atmospheric Structures
鉛直雲対流として整備を進めているのは
2009; ネット上に公開)である。

deepconv は木星の雲対流の数値計算(Sugiyama et al., 2009)にも使用しており、多様な湿潤大気の
2009 April – 2010 March
対流の計算を実現しつつある。ただし、その基礎方程式は、大気の平均的構造の考察に必要とな
る長時間積分に有利な、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(Nakajima
et al.,
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2006)
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Yoshiyuki Takahashi, Satoshi Noda, Graduate School of Science, Kobe University
(2003)に基づき計算する。
Yasuhiro Morikawa, Applied Electromagnetic Research Center, National Institute of Information and
本年度におけるモデル整備は、全球静水圧モデル
dcpam の低次モデルの一つである 2 次元軸対
Communication
Technology.
称モデルの開発が中心となった。演算モジュールの設計を検討し、微分演算モジュールを変更す
るだけで、
Abstract: 軸対称モデルが構築できるような設計とすることができた。同様の手順で平面モデル、
鉛直-東西
2 次元モデル等が容易に構築できる。ただし、2
The aims
of this study were to construct a hierarchical set of次元軸対称モデルを公開するためのコ
numerical models which would enable us
to consider the diversity of moist atmospheres, including the earth and other possible planetary situations,
ード整理とそのパッケージ化がまだ完了していないので、一連の次元低減モデル群の開発と整備
and to perform basic experiments
moist atmospheres using these models. All of the models in
を含めその公開については
平成on22various
年度に行う予定である。
the hierarchical set are coded uniformly in the software design, making it an easy model set to use. The set
of models consists of a general circulation model (dcpam) and a convection resolving model (deepconv) as
3.3 deepconv による基礎実験:主成分凝結対流に関する数値実験
the principal models, and is reinforced by reduced models with different physical conceptual levels. By
3.3.1
目的 a model series, we can explore the diversity of structures of moist atmospheres, describe branch
using such
鉛直雲対流モデル
structures of solutionsdeepconv
obtainedに関しては、昨年度より主成分が凝結する対流の数値計算を実現す
for moist atmospheres in the parameter space, and improve our
るためのモデル開発およびその実装実験をおこなっている。主成分が凝結する場合の対流に関す
understanding of circulation structures of moist atmospheres.
This year a two-dimensional axisymmetric model was developed in order to enhance the reduced
る考察は、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
models.
In addition, we performed basic experiments to explore the diversity of moist atmospheres using
けでなく、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。昨
dcpam
and
deepconv. Using dcpam, numerical experiments on synchronously rotating planets were
年度に実施した実装実験では、サーマル上昇に関する予備的な実験に留まった。そこでは、大気
performed
under
the condition that the value of solar constant is the present earth's value but with planetary
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ため、サ
rotation rate ranging from zero to the earth's value. For all experiments, statistical equilibrium states were
ーマルは充分な浮力を得ることができなくなる、ということが示された。 本年度は、複数のサー
obtained; a runaway greenhouse state did not emerge. We are now examining the occurrence conditions of
マルが存在できる領域における統計的平衡状態を得ることをめざした実験をおこなった。
the runaway greenhouse state by adopting various values of solar constant. Using deepconv, we 現在は、
started a
まだ統計的平衡状態を得るに至っていないのであるが、実験の現状について以下報告する。
numerical
experiment on convection with condensation of the major constituent. The initial temperature
distribution was determined based on an observed profile in the Martian polar region. The results showed
that
temperature kept increasing and all the clouds disappeared, which indicates that we have to
3.3.2the
計算設定
reexamine
the2 model
implementation. After resolving
the problem
obtaining a statistical equilibrium
大気は CO
のみから成ると仮定し、水平
50 km、鉛直
20 kmand
の矩形領域を考える。境界条件と
state,
we
will
proceed
to
developing
a
dynamical
module
for
the
three-dimensional
calculation of deepconv
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
and then to GCM experiments of the atmospheres with condensable major constituents, and finally to a
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
comparison of the results obtained by deepconv and dcpam.
とし、地表面温度は固定する。初期温度分布として、Colaprete and Toon (2002)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
Keywords:
に従い、高度
15 km General
より上空は等温の分布を与える。また初期時刻において地表面直上に中心を
Hierarchical model,
circulation model, Non-hydrostatic convection model, Moist planetary
atmospheres, Convection with condensation of the major
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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。過飽和状態は許容せず、飽和に達すると凝結が起こると仮定する。初
期の加熱率については高度 1 km まで 37.3 K/day、そこから高度 15 km まで-5.0 K/day とした。
3.3.3 計算結果
図 1(a)から(c)に 1 日目、2 日目、5 日目における雲水密度分布を、図 1(d)に雲水質量の領域積
算値の時間発展を示す。計算開始直後に冷却を与えている 15 km 以下の領域で凝結が起こり、雲
が生じる(図 1a)。雲が生じた後は雲頂高度が上昇しモデル計算領域の上端まで雲層が広がる(図
1b)。約 2.5 日までは、雲水質量の領域積算値は増加する。ところが、約 2.5 日以降は雲底高度が
上昇していくことにより雲が存在する領域が縮小する(図 1c)。計算開始約 34 日後に雲は全て蒸
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発する(図 1d)。雲が全て蒸発した段階では、1 つのセルから成る強い乾燥対流が生じる。40 日後
における水平流・鉛直流の最大値はそれぞれ約 140 m/s、45 m/s に及ぶ(図は示さない)。雲が無く
なった後も温位偏差および全運動エネルギーは単調増加し続けており、統計的平衡状態は実現さ
れていない。
以上の計算結果ではエネルギー収支が正しく計算されておらず、モデル実装上の問題が存在す
る可能性がある。現在、プログラムソースコードや加熱冷却分布の与え方などの計算設定のチェ
ックを行っている。今後は、統計的平衡状態が得られない原因を早急に明らかにした上で、統計
的平衡状態の探究を進めていく予定である。

(a)

(c)

(b)

(d)

図 1 主成分が凝結する対流の数値計算結果。(a) 1 日目における雲水密度 [kg/m3]。(b) 2 日目における
雲水密度。(c) 5 日目における雲水密度。(d) 雲水質量の全領域積算値[kg] の時間変化。

3.4 dcpam による基礎実験:同期回転惑星を想定した数値実験
3.4.1 目的
当初は、主成分が凝結する大気の全球計算も dcpam によって実施することまで計画していた。
しかし、deepconv による実験において統計的平衡状態を得るに至らず、dcpam に関しては昨年度
に開始した同期回転惑星の大気構造に関する数値実験を継続することに留まった。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、系外惑星系において大気をもつ惑星としてその存
在が予想されている。その半球（昼半球）は常に中心星からの入射放射を受けとり、反対半球（夜
半球）には放射が入射しない。昼半球の条件では入射放射量はいわゆる暴走限界を超えるので、
大気は暴走温室状態にある可能性があり、一方夜半球の条件では凍結惑星となる可能性もある。
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

図 2 同期回転惑星を想定した実装実験で得られた結果。上段(a, d)は Ω=ΩE の場合、中段(b, e)は
Ω=1/13ΩE の場合、下段(c, f)は Ω=0 の場合の結果である。左列(a, b, c)は表面温度[K]の水平分布を示す。
等値線の間隔は 5K である。右列(d, e, f)は凝結加熱率[W/m2]の水平分布を示す。等値線の間隔は 200
W/m2 である。白い部分は 2000 W/m2 以上を示す。

参考文献
地 球 流 体 電 脳 倶 楽 部 dcmodel プ ロ ジ ェ ク ト (2007) dcmodel プ ロ グ ラ ミ ン グ ガ イ ド ラ イ ン ,
http://www.gfd-dennou.org/library/dcmodel/, 地球流体電脳倶楽部.
Colaprete A., Toon O.B. (2002) Carbon dioxide snow storms during the polar night on Mars. J. Geophys. Res.,
107, 5051, doi:10.1029/2001JE001758.
林祥介, 中島健介, 石渡正樹, 小高正嗣, 森川靖大, 高橋芳幸 (2009) 湿潤惑星大気用数値モデル群の
開発および基礎的実験. 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, 67-78.
- 105 -

湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験
湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験

Project name:
Ishiwatari
M., Takehiro S., Nakajima K., Hayashi Y.-Y. (2002) A numerical study on appearence of the runaway
greenhouse state
of a three-dimensional
gray atmosphere.
Atoms.
Sci.,Planetary
59, 3223-3238.
Development
of Atmospheric
Circulation
ModelsJ.for
Moist
Atmospheres and
Kessler
E.
(1969)
On
the
distribution
and
continuity
of
water
substance
in
atmospheric
circulations.
Related Fundamental Experiments on the Atmospheric Structures

Meteorological Monographs, 32, 1-85.
Klemp
J.B., –Wilhelmson
R.B. (1978) The simulation of three-dimensional convective storm dynamics. J. Atmos.
2009 April
2010 March
Sci., 35, 1070-1096.
森川靖大,
高橋芳幸, 佐々木洋平, 西澤誠也, 乙部直人, 石渡正樹, 小高正嗣, 竹広真一, 堀之内武, 林
Project leader:
祥介,
豊田英司,
gtool 開発グループ
(2010) Kobe
gtool5University
ライブラリ,
Yoshi-Yuki Hayashi, Graduate
School of Science,
http://www.gfd-dennou.org/library/gtool/, 地球流体電脳倶楽部.
Nakajima
K., Odaka M., Sugiyama K., Kitamori T. (2006) Numerical experiment on the interaction between
Project members:
large-scale
atmospheric
and
cumulus
convection: preferred scale of the planetary-scale
Kensuke Nakajima,
Faculty ofmotion
Sciences,
Kyushu
University
concentration
of
cloud
activity
and
new
model
development.
activity report,
Masaki Ishiwatari, Masatsugu Odaka, Tatsuya Yamashita, Faculty ofCGER’s
Science, supercomputer
Hokkaido University
vol.13-2004,
69-76.
Yoshiyuki Takahashi, Satoshi Noda, Graduate School of Science, Kobe University
Sugiyama
K., Odaka M.,
Nakajima
K., Hayashi Y.-Y.,
(2009)Center,
Development
of Institute
a Cloud Convection
Modeland
to
Yasuhiro Morikawa,
Applied
Electromagnetic
Research
National
of Information
Investigate
the
Jupiter's
Atmosphere.
Nagare
Multimedia,
http://www2.nagare.or.jp/mm/2009/sugiyama/
Communication Technology.
(online journal).
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 (2009) 非静力学モデル
Abstract:
deepconv,
The aims http://www.gfd-dennou.org/library/deepconv/,
of this study were to construct a hierarchical 地球流体電脳倶楽部.
set of numerical models which would enable us
高橋芳幸,
森川靖大,
納多哲史,
堀之内武,
DCPAM
開発グループ
(2009) situations,
惑星大気
to consider the diversity
of moist 石渡正樹,
atmospheres,
including林祥介,
the earth
and other
possible planetary
モデル
DCPAM,
http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/,
地球流体電脳倶楽部.
and to perform basic experiments on various moist atmospheres using these models. All of the models in
Tobie
G., Forget set
F., Lott
F. (2003)
Numerical
simulation
winter making
polar wave
observed
Global
the
hierarchical
are coded
uniformly
in the
softwareofdesign,
it anclouds
easy model
set by
to Mars
use. The
set
Surveyor
Mars
Orbiter
Laser
Altimeter.
Icarus.
164,
33-49.
of models consists of a general circulation model (dcpam) and a convection resolving model (deepconv) as
the principal models, and is reinforced by reduced models with different physical conceptual levels. By
4.
まとめ
using
such a model series, we can explore the diversity of structures of moist atmospheres, describe branch
structures
of solutionsdcpam
obtained
for moist atmospheres
the parameter space, and improve our
全球静水圧モデル
と鉛直雲対流モデル
deepconvinを中心とするモデル群の整備を継続して
understanding
of
circulation
structures
of
moist
atmospheres.
行う（空間低次元モデルの構築方法の考察と、特に、2 次元軸対称モデルの開発を行う）ととも
This year a two-dimensional axisymmetric model was developed in order to enhance theを用いた
reduced
に、それらを用いた湿潤大気構造の多様性を探る基礎的な数値実験を実施した。dcpam
models. In addition, we performed basic experiments to explore the diversity of moist atmospheres using
数値実験としては、同期回転惑星としての水惑星の気候状態を調べる計算を行った。自転角速度
dcpam and deepconv. Using dcpam, numerical experiments on synchronously rotating planets were
を地球の値から
0 まで変化させた計算を行ったところ、暴走温室状態は発生せず、いずれも統計
performed under the
condition that the value of solar constant is the present earth's value but with planetary
的平衡状態が得られた。deepconv
rotation rate ranging from zero to theを用いた数値実験としては、大気主成分が凝結する状況での対
earth's value. For all experiments, statistical equilibrium states were
流の計算を行った。現状、主成分凝結が開始される条件設定の下にも関わらず、温度が上昇し続
obtained;
a runaway greenhouse state did not emerge. We are now examining the occurrence conditions of
the
runaway greenhouse state by adopting various values of solar constant. Using deepconv, we started a
け雲が全て消失するという状態に至っておりモデルの実装に疑問が呈せられている状況にある。
numerical
experiment on convection with condensation of the major constituent. The initial temperature
今後は、計算コードの確認を徹底するとともに、未だ得られていない統計的平衡状態の探求を進
distribution
was determined based on an observed profile in the Martian polar region. The results showed
めていく予定である。
that the temperature kept increasing and all the clouds disappeared, which indicates that we have to
reexamine the model implementation. After resolving the problem and obtaining a statistical equilibrium
5. 今後の研究展望
state, we will proceed to developing a dynamical module for the three-dimensional calculation of deepconv
を用いた数値計算において統計的平衡状態を求める
and主成分凝結対流に考察に関して、deepconv
then to GCM experiments of the atmospheres
with condensable major constituents, and finally to a
ことが最優先課題となる。熱収支が閉じていない原因を究明した後に統計的平衡状態を求める数
comparison
of the results obtained by deepconv and dcpam.
値実験を改めて行う。その後に、3 次元計算を行い、主成分凝結対流の 3 次元的な構造を明らか
Keywords:
にする予定である。したがって、平成 22 年度以降のモデル開発は deepconv の 3 次元モジュール
Hierarchical
model, General
circulation
model, Non-hydrostatic convection dcpam
model,および
Moist 軸対称モ
planetary
の整備を中心に進める。
更に、
主成分が凝結する大気に関する数値実験を
atmospheres, Convection with condensation of the major constituent, Exoplanet atmospheres
デルを用いて行い、複数階層での比較考察を行うことをめざす。並行して、dcpam を用いた、同
期回転惑星条件における太陽定数依存性調査も実施し、暴走温室状態の発生条件に関する検討も
行う予定である。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表（査読無）
山下達也, 小高正嗣, 杉山耕一朗, 中島健介, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 主成分の凝結を伴う大気対流
の二次元数値実験. ながれ 28 別冊, P.44.

- 106 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

石渡正樹, 地球流体電脳倶楽部 dcmodel プロジェクト, 地球流体電脳倶楽部 davis プロジェクト (2009)
地球流体電脳倶楽部 dcmodel/davis チュートリアル 報告. 遊星人, 18, 125-127.

6.2 口頭発表
森川靖大, 高橋芳幸, 小高正嗣, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 階層的地球流体モデルのためのデータ入出
力 Fortran 90/95 ライブラリ Gtool5. 日本地球惑星科学連合 2009 年大会, J171-002.
山下達也, 小高正嗣, 杉山耕一朗, 中島健介, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 大気主成分の凝結を考慮した
二次元湿潤対流の基礎的数値実験. 地球惑星科学連合 2009 年大会, P142-014.
森川靖大, 高橋芳幸, 小高正嗣, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 階層的数値モデルのためのデータ入出力ラ
イブラリ Gtool5 の設計と開発. 日本気象学会 2009 年度春季大会講演予稿集, 73.
山下達也, 小高正嗣, 杉山耕一朗, 中島健介, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 大気主成分の凝結を考慮した
二次元湿潤対流の基礎的数値実験. 日本気象学会 2009 年度春季大会講演予稿集, 76.
高橋芳幸, 林祥介, 石渡正樹, 森川靖大, 中島健介 (2009) 大気大循環モデルを用いた陸と海の有る惑
星の大気大循環計算. 日本気象学会 2009 年度秋季大会講演予稿集, 229.
石渡正樹, 高橋芳幸, 杉山耕一朗, 小高正嗣, 中島健介, 林祥介, 地球流体電脳倶楽部 dcmodel プロジェ
クト (2009) 系外惑星の気候探索をめざした数値モデルの開発. 日本気象学会 2009 年度秋季大会
講演予稿集, 230.
杉山耕一朗, 山下達也, 小高正嗣, 中島健介, 高橋芳幸, 竹広真一, 石渡正樹, 林祥介 (2009) 惑星大気
雲対流モデルの開発. 日本惑星科学会 2009 年秋季講演会予稿集, 60.
林祥介, 地球流体電脳倶楽部 (2009) 惑星大気の数値モデル研究におけるひとつの戦略. 地球電磁気・
地球惑星圏学会 2009 年度秋季大会, B009-08.
中島健介, 杉山耕一朗, 山下達也, 小高正嗣, 石渡正樹, 高橋芳幸, 林祥介 (2009) 惑星大域における雲
対流の数値モデリング. 地球電磁気・地球惑星圏学会 2009 年度秋季大会, B009-9.
高橋芳幸, 林祥介, 石渡正樹, 森川靖大 (2009) 大気大循環モデルを用いた陸と海の有る惑星の大気大
循環計算. 地球電磁気・地球惑星圏学会 2009 年度秋季大会, B009-10.
石渡正樹, 高橋芳幸, 杉山耕一朗, 森川靖大, 納多哲史, 山下達也, 西澤誠也, 小高正嗣, 中島健介, 林
祥介, 地球流体電脳倶楽部 dcmodel プロジェクト (2009) 系外惑星の気候探索をめざした数値モ
デルの開発. 第 6 回太陽系外惑星大研究会.
6.3 その他（書籍等）
開発モデル群のソースコードはネットワーク上に公開している。
モデル群全体のエントリページ：http://www.gfd-dennou.org/library/dcmodel/
全球静水圧モデル dcpam：http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/
鉛直雲対流モデル deepconv：http://www.gfd-dennou.org/library/deepconv/

7. 連絡先
林 祥介
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院理学研究科
Tel: 078-803-6427 Fax: 078-803-6472
E-mail: shosuke@gfd-dennou.org

- 107 -

湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験
湿潤惑星大気用数値モデル群の開発および基礎的実験

Project
Project name:
name:
Development
Development of
of Atmospheric
Atmospheric Circulation
Circulation Models
Models for
for Moist
Moist Planetary
Planetary Atmospheres
Atmospheres and
and
Related
Fundamental
Experiments
on
the
Atmospheric
Structures
Related Fundamental Experiments on the Atmospheric Structures
2009
2009 April
April –– 2010
2010 March
March
Project
Project leader:
leader:
Yoshi-Yuki
Yoshi-Yuki Hayashi,
Hayashi, Graduate
Graduate School
School of
of Science,
Science, Kobe
Kobe University
University
Project
Project members:
members:
Kensuke
Kensuke Nakajima,
Nakajima, Faculty
Faculty of
of Sciences,
Sciences, Kyushu
Kyushu University
University
Masaki
Ishiwatari,
Masatsugu
Odaka,
Tatsuya
Masaki Ishiwatari, Masatsugu Odaka, Tatsuya Yamashita,
Yamashita, Faculty
Faculty of
of Science,
Science, Hokkaido
Hokkaido University
University
Yoshiyuki
Takahashi,
Satoshi
Noda,
Graduate
School
of
Science,
Kobe
University
Yoshiyuki Takahashi, Satoshi Noda, Graduate School of Science, Kobe University
Yasuhiro
Yasuhiro Morikawa,
Morikawa, Applied
Applied Electromagnetic
Electromagnetic Research
Research Center,
Center, National
National Institute
Institute of
of Information
Information and
and
Communication
Technology.
Communication Technology.
Abstract:
Abstract:
The
The aims
aims of
of this
this study
study were
were to
to construct
construct aa hierarchical
hierarchical set
set of
of numerical
numerical models
models which
which would
would enable
enable us
us
to
consider
the
diversity
of
moist
atmospheres,
including
the
earth
and
other
possible
planetary
situations,
to consider the diversity of moist atmospheres, including the earth and other possible planetary situations,
and
and to
to perform
perform basic
basic experiments
experiments on
on various
various moist
moist atmospheres
atmospheres using
using these
these models.
models. All
All of
of the
the models
models in
in
the
hierarchical
set
are
coded
uniformly
in
the
software
design,
making
it
an
easy
model
set
to
use.
the hierarchical set are coded uniformly in the software design, making it an easy model set to use. The
The set
set
of
of models
models consists
consists of
of aa general
general circulation
circulation model
model (dcpam)
(dcpam) and
and aa convection
convection resolving
resolving model
model (deepconv)
(deepconv) as
as
the
principal
models,
and
is
reinforced
by
reduced
models
with
different
physical
conceptual
the principal models, and is reinforced by reduced models with different physical conceptual levels.
levels. By
By
using
using such
such aa model
model series,
series, we
we can
can explore
explore the
the diversity
diversity of
of structures
structures of
of moist
moist atmospheres,
atmospheres, describe
describe branch
branch
structures
of
solutions
obtained
for
moist
atmospheres
in
the
parameter
space,
and
structures of solutions obtained for moist atmospheres in the parameter space, and improve
improve our
our
understanding
understanding of
of circulation
circulation structures
structures of
of moist
moist atmospheres.
atmospheres.
This
This year
year aa two-dimensional
two-dimensional axisymmetric
axisymmetric model
model was
was developed
developed in
in order
order to
to enhance
enhance the
the reduced
reduced
models.
In
addition,
we
performed
basic
experiments
to
explore
the
diversity
of
moist
atmospheres
models. In addition, we performed basic experiments to explore the diversity of moist atmospheres using
using
dcpam
dcpam and
and deepconv.
deepconv. Using
Using dcpam,
dcpam, numerical
numerical experiments
experiments on
on synchronously
synchronously rotating
rotating planets
planets were
were
performed
performed under
under the
the condition
condition that
that the
the value
value of
of solar
solar constant
constant is
is the
the present
present earth's
earth's value
value but
but with
with planetary
planetary
rotation
rotation rate
rate ranging
ranging from
from zero
zero to
to the
the earth's
earth's value.
value. For
For all
all experiments,
experiments, statistical
statistical equilibrium
equilibrium states
states were
were
obtained;
a
runaway
greenhouse
state
did
not
emerge.
We
are
now
examining
the
occurrence
conditions
obtained; a runaway greenhouse state did not emerge. We are now examining the occurrence conditions of
of
the
the runaway
runaway greenhouse
greenhouse state
state by
by adopting
adopting various
various values
values of
of solar
solar constant.
constant. Using
Using deepconv,
deepconv, we
we started
started aa
numerical
numerical experiment
experiment on
on convection
convection with
with condensation
condensation of
of the
the major
major constituent.
constituent. The
The initial
initial temperature
temperature
distribution
was
determined
based
on
an
observed
profile
in
the
Martian
polar
region.
The
distribution was determined based on an observed profile in the Martian polar region. The results
results showed
showed
that
that the
the temperature
temperature kept
kept increasing
increasing and
and all
all the
the clouds
clouds disappeared,
disappeared, which
which indicates
indicates that
that we
we have
have to
to
reexamine
reexamine the
the model
model implementation.
implementation. After
After resolving
resolving the
the problem
problem and
and obtaining
obtaining aa statistical
statistical equilibrium
equilibrium
state,
state, we
we will
will proceed
proceed to
to developing
developing aa dynamical
dynamical module
module for
for the
the three-dimensional
three-dimensional calculation
calculation of
of deepconv
deepconv
and
then
to
GCM
experiments
of
the
atmospheres
with
condensable
major
constituents,
and
and then to GCM experiments of the atmospheres with condensable major constituents, and finally
finally to
to aa
comparison
of
the
results
obtained
by
deepconv
and
dcpam.
comparison of the results obtained by deepconv and dcpam.
Keywords:
Keywords:
Hierarchical
Hierarchical model,
model, General
General circulation
circulation model,
model, Non-hydrostatic
Non-hydrostatic convection
convection model,
model, Moist
Moist planetary
planetary
atmospheres,
Convection
with
condensation
of
the
major
constituent,
Exoplanet
atmospheres
atmospheres, Convection with condensation of the major constituent, Exoplanet atmospheres

- 108 -

国立環境研究所スーパーコンピュータ利用研究年報
CGER-I095-2010, CGER/NIES

平成21年度

研究課題名：
流域環境管理に関する国際共同研究
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
要旨：
干潟・浅海域に生息するアサリは有用な水産資源として、また海水中の懸濁物質を除去する水
質浄化の重要な担い手として知られており、我々はそれらの生態系サービスを享受している。伊
勢・三河湾は我が国のアサリの主要産地であり、1980～1990 年代半ばにかけて漁獲量は年間 2～4
万トンで安定的に推移していた。しかし、1990 年代後半以降は急激に減尐し、現在では最盛期の
半分にも満たない年間 1 万 3 千トンに落ち込んでおり、生態系サービスの劣化が懸念される。
本研究では、伊勢湾におけるアサリ漁獲量減尐の原因究明に向けた一研究として、湾内の 3 次
元流動・水質・一次生産と同時に解析する、浮遊幼生の回遊とアサリ個体成長・個体群動態を組
み合わせたアサリ生活史モデルを構築した。アサリ生活史モデルは幼生期と底生期との 2 つのサ
ブモデルで構成され、前者は流動モデルとともに 3 次元空間の移流拡散モデルで、後者は生息場
メッシュごとに個体成長・個体群動態モデルで解析される構造になっている。
本モデルを伊勢湾に適用したところ、伊勢・松阪地区におけるアサリ資源量の減尐は風向・風
速の経年変化が引き起こした餌の供給不足が原因の一つである可能性が高いことが明らかになっ
た。しかし、本モデルには浮遊幼生の着底、生息場の配置、底質移動による減耗、硫化水素によ
る死滅など再検討を要する点がいまだ残されており、今後の課題である。
キーワード：
アサリ生活史モデル、湾内流動・水質・生態系モデル、気候変動、伊勢湾
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1. 研究目的
Abstract:
本研究では、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

To evaluate climate change impacts on the growth and population of the short-necked clam, Ruditapes
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
philippinarum,
in coastal areas, we present a numerical quasi-3D model coupled with a hydrodynamic
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
model, a pelagic system biogeochemical cycle model and a life cycle model of the short-necked clam. The
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
short-necked clam life cycle model consists of the two clam stages; the pelagic larval stage and the benthic
ピュータを用いて数理モデルの開発を行う。
clam stage. The pelagic larvae distribution in the bay was evaluated by means of the quasi-3D transport

analysis. This considered the vertical movement characteristics of the pelagic larvae. In the benthic clam
キーワード：
stage, growth and population dynamics were modeled by taking into account the effects of water
アサリ生活史モデル、湾内流動・水質・生態系モデル、気候変動、伊勢湾
temperature and food availability on growth rate. The developed model was applied to Ise Bay to evaluate
the influence of wind-pattern changes on the growth and population of the short-necked clam at Matsusaka
fishing site. The simulation results showed that benthic clam growth and population depend strongly on the
horizontal
transport of food material from other sites in summer and autumn, indicating that wind-pattern
2. スーパーコンピュータ利用実績
change was an important factor in the decreasing yield of short-necked clam at Matsusaka fishing site.
2.1 計算機利用時間
Keywords:
CPU
時間
ノード未満:
0 hr,
1 ノード:
0 hr, 2 ノード:
0 hr, 計:
0 hr Climate change, Ise Bay
Life
cycle
model1 of
short-necked
clam,
Hydrodynamic
and ecosystem
model,
2.2 利用概要
本研究では、海域の流動・水質・一次生産・アサリ資源量を予測する数理モデルを開発すると
ともに、それを用いて伊勢湾のアサリ漁獲量減尐と風向・風速の経年変化、干潟・浅海域の消失
の定量的な関係を数値シミュレーションで考究した。数値コードがいまだ開発途上にあるため、
本計算はアジア水環境研究室所有のワークステーションで行った。

3. 研究結果
3.1 概要
本研究では、伊勢湾のアサリ漁獲量減尐の原因究明に向けた一研究として、湾内の 3 次元流動・
水質・一次生産と同時に解析する、浮遊幼生の回遊とアサリ個体成長・個体群動態を組み合わせ
たアサリ生活史モデルを構築した。それを用いて数値シミュレーションを行い、湾奥の干潟消失
および風向・風速の変化が伊勢・松阪地区のアサリ資源量に及ぼす影響を考究した。シミュレー
ション結果は風向・風速の経年変化が伊勢・松阪地区のアサリ資源量の減尐要因の一つになって
いる可能性があることを示唆した。
3.2 背景と目的
干潟・浅海域に生息するアサリは有用な水産資源として、また海水中の懸濁物質を除去する水
質浄化の重要な担い手として知られている。伊勢・三河湾(図 1)は我が国のアサリの主要産地で
あり、1980～1990 年代半ばにかけて漁獲量は年間 2～4 万トンで安定的に推移していた(水野・丸
山, 2009)。しかし、1990 年代後半以降は急激に減尐し、現在では最盛期の半分にも満たない年間
1 万 3 千トンになっている。とくに伊勢・松阪地区では最盛期の 20％まで漁獲量が落ち込んでお
り、生態系サービスの劣化が懸念されている。
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アサリ漁獲量の減尐は、伊勢湾のみならず、全国各地で問題となっている(関口, 2009)。その主
な原因には臨海部開発による生息場の干潟消失が挙げられている。事実、東京湾ではアサリ漁獲
量の減尐と臨海部の埋立て面積の増大に明確な対応関係が認められている(佐々木, 2001)。しかし、
伊勢湾においては，湾奥の臨海部および中部新国際空港で大規模な干拓・埋立て事業が行われた
ものの、伊勢・松阪地区周辺ではほとんど行われていない(水野・丸山, 2009)。アサリ漁獲量の減
尐は干潟消失以外、すなわち各漁場における水温・水質(塩分、餌濃度、溶存酸素など)の経年変
化、競合種の異常増殖、捕食者の増加、過剰な漁獲などが原因として疑われている(水野・丸山,
2009; 関口, 2009)が、いまだ特定はされていない。
アサリ資源量の変動要因を解明するためには、その変動が生活史のどの過程で決定されている
かを知る必要がある。アサリの生活史は成貝の産卵・放精に始まり、受精卵から孵化した幼生が
2～3 週間程度水中を浮遊し、好適な底質・基盤に着底する。着底した幼生は着底稚貝に変態して
底生生活に入り、底層直上水の懸濁態有機物を濾過・摂食して 1 年半～2 年で成貝に至る(関口,
2009)。伊勢湾では幼生期、とくに秋～冬に浮遊幼生が着底し、翌年春に稚貝になる秋季着底群が
アサリ資源量を左右することが既往の観測研究(水野・丸山, 2009; 関口, 2009)で指摘されている。
浮遊幼生は、湾内の流動によって輸送されるため必ずしも発生した場に着底するとは限らず、
他の干潟にも来遊・着底する。伊勢・三河湾の浮遊幼生の回遊については水野・丸山(2009)や鈴
木ら(2002)が数値シミュレーションにて検討しており、気象や河川の出水によって浮遊幼生の到
達先・範囲が大きく異なることが指摘されている。これらは、一つの干潟の消失が他の漁場のア
サリ資源量を左右すること、湾内の流動場が浮遊幼生の着底量に影響を及ぼすことを示唆してい
る。ゆえに、伊勢・松阪地区の資源量を検討する際においても湾全体の干潟変遷や流動の変化を
考慮した長期的な解析が必要であるが、そのような検討が行われた事例はほとんどない。
前年度の報告では近年伊勢湾およびその周辺地域で冬～春にかけての北西風が弱まっている傾
向を指摘し、それが原因で湾内流動が変化し、伊勢湾西側の有機物濃度が減尐していることを数
値シミュレーションで明らかにした。この結果は「流動の変化によって伊勢・松阪地区の浮遊幼
生の来遊量が減尐する」「餌である有機物の減尐がアサリの成長不良を引き起こす」可能性を示
唆している。本研究では、アサリ漁獲量減尐の原因究明に向けた一研究として、湾内の 3 次元流
動・水質・一次生産と同時に解析する、浮遊幼生の回遊とアサリ個体成長・個体群動態を組み合
わせたアサリ生活史モデルを構築する。それを用いて数値シミュレーションを行い、風向・風速
の変化が伊勢・松阪地区のアサリ資源量に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする。

図1 伊勢・三河湾の主な漁場干潟の分布とその面積(環境庁自然保護局, 1994)。

3.3 数値解析手法
(1) 湾内流動・水質・一次生産モデル
本研究で用いる湾内流動・水質・一次生産モデルの基礎式は前年度報告したものと同じである。
ただし、前年度モデルでは水・熱・塩分・各種物質の移流方程式の解法に Cubic interpolated
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(Nakamura et al., 2001)を導入した。また、鉛直方向の格子分割に座標系を用いてい
たが、浅海域で格子間隔が非常に小さくなると計算が不安定になるので、レベル座標系(z 座標系)
2007
April – 2011 March
に改良し、自由水面の算定には
VOF 法(Hirt et al., 1981)を用いた。
Project leader:
(2) アサリ生活史モデル
Shogo Murakami, National Institute for Environmental Studies
アサリ生活史モデルの構造を図 2 に、水質・一次生産モデルとの物質収支の関係を図 3 に示す。
アサリ生活史モデルは底生期と幼生期の
2 つのサブモデルで構成され、前者は個々の生息場のメ
Project
members:
ッシュごとに、後者は流動モデルとともに
3 次元空間で計算される構造である。アサリを含め底
Seiji
Hayashi, Hironori Higashi, Keiko Nakajima,
National Institute for Environmental Studies
生期における二枚貝の個体群動態を予測する数理モデルはこれまでに多数提案されている(中村
ら, 2001; 小沼ら, 2002)が、本研究では金綱ら(2003)の個体群動態モデルと Solidoro et al. (2000)の
Abstract:
To evaluate climate change impacts on the
growth and population of the short-necked clam,
Ruditapes
個体成長モデルを組み合わせて解析した。
本モデルでは成長段階ごとに異なる濾水量、
成長速度、
philippinarum,
in
coastal
areas,
we
present
a
numerical
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図2 アサリ生活史モデルの構造。赤矢印：
成長、青矢印：死滅、黒矢印：新規加入によ
る物質(C、N、P)フロー。

図3 水質・一次生産モデルとアサリ生活史
モデルの関係。青矢印：溶存酸素、黒矢印：
物質(C、N、P、Si)のフロー。赤矢印は黒矢
印のうちアサリが関与するもの。

3.4 結果
本研究では風向・風速の変化に着目し、伊勢・松阪地区における漁獲量減尐との関連性を明ら
かにするため、次の 2 種類(SIM 1・2)の解析条件を設定した。図 1 の干潟分布のもとで 2000～2004
年の気象、河川(流量、水温、水質)、外洋(潮位、水温、塩分、水質)条件を与えて行う計算を SIM
1 とする。SIM 1 の解析条件のうち風向・風速のみを 1988～1992 年のデータに置き換えたものを
SIM 2 とした。1988～1992 年と 2000～2004 年の風速条件の主な違いは前者の 1～5 月の北西風が
後者のものより強いことである(図 4b 参照)。
計算開始 2 年間は、初期値が同じであるため、両計算条件における底生期のアサリ成長・個体
数の計算結果にあまり大きな差が見られなかった。図 4a～f に計算開始後 3 年目以降(2002～2004
年)における松阪地区のアサリ生息場直上水の月平均水温(TB)・濾水の温度関数(fVT)、風速(u，v
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成分)、餌濃度(F)、生息場における底生期の総個体数密度(Ns)、殻長 25 mm 以上の成貝の個体
数密度(以降、成貝個体数密度Nsa)、殻長 25 mm 成貝の摂餌制限関数(fF)の変動を示す。なお、T
と fVT は SIM 1 と 2 の差がわずかであったため SIM 1 の結果のみを、fF は SIM 1 と 2 の差が分か
るように SIM 2 の fF を SIM 1 の fF に対する比で記してある。
底生期の総個体数密度を見ると、毎年春と秋の年 2 回の産卵期に 1 m2 当たり数万～十数万個体
の新規加入が生じ、著しく総個体数密度が増加していることが分かる。同日時の観測値が入手で
きなかったため詳細な検討はできないが、加入期の総個体数密度のオーダーは志登茂川(伊勢湾西
岸)河口干潟の観測結果(関口, 2009)等と概ね一致した。着底量の季節性を見ると、伊勢地区では
あまり大きな差が見られなかったが、松阪地区では台風が相次いで接近・上陸した 2004 年を除い
て春よりも秋に着底量が多い傾向にあった。事実、伊勢湾西側では春よりも秋に浮遊幼生が高密
度で観測されており(関口, 2009)、本モデルはその傾向をうまく再現したといえる。図 5 に 2003
年 5 月と 10 月の浮遊幼生密度の湾内分布の一例を示す。5 月の結果を見ると、5 月 20 日には伊勢・
松阪地区において高密度の浮遊幼生が現れているが、31 日には浮遊幼生がほとんど残っていない。
5 月は北西風から南東風にシフトする時期であり、南東風が卓越することによって、また 2003 年
は宮川・櫛田川・雲出川の出水とも重なって、表層の浮遊幼生が北方に流されたと考えられる。
一方、北西風が卓越する 10 月は、湾奥からの表層南下流によって沿岸に浮遊幼生が寄せられ、加
えて伊勢湾西岸で発生した浮遊幼生が岸に沿う南下流によって連続的に来遊し、伊勢・松阪地区
では長期間高密度の状態を維持している。春と秋の着底量の差は流動の季節性によるものと考え
られるが、図 5 の 5 月および図 4d の台風が相次いで襲来した 2004 年秋に着底量が尐なかった結
果が示唆するように、宮川・櫛田川・雲出川からの出水が伊勢・松阪地区の着底量を大きく左右
するといえる。

図5 5・10月の浮遊幼生の個体数密度と平均流速
(SIM 1)。

図4 松阪地区の計算結果。
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4. まとめ
本研究では伊勢湾におけるアサリ漁獲量の減尐原因を解明することを目的として、アサリ生活
史モデルを構築し、それを流動・水質・一次生産モデルに組み込んだ数値シミュレーションを行
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った。計算結果は松阪地区のアサリ資源量の減尐は風向・風速の経年変化が原因の一つであるこ
とを示唆した。

5. 今後の研究展望
本研究の結論は、流動・水質・一次生産モデルとアサリ生活史モデルを結合したシミュレーシ
ョンによって新たに得られた知見ではあるが、アサリ生活史モデルの検証が特定干潟の観測値と
オーダー比較を行った程度であるため、十分に信頼できるとは言い難い。浮遊幼生の着底、生息
場の配置、底質移動による減耗、硫化水素による死滅など本モデルには再検討を要する点がまだ
残されており、今後の課題である。
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研究課題名：
受容体－化学物質間相互作用解析に基づく生体毒性予測システムの開発
課題代表者：立教大学理学部化学科 常盤広明
共同研究者：国立環境研究所環境リスク研究センター 青木康展
日本大学医学部 山田幸子
立教大学極限環境情報センター 山岸賢司
要旨：
近年、生体毒性のない有用な新規化学物質を環境に負荷をかけず高効率に設計・開発するため
に、in silico（コンピュータ支援型）分子設計技術が必須のアプローチ手法となってきている。し
かし、従来までの分子設計システムは生理活性物質探索の効率化に重点がおかれたものが多く、
薬物化学毒性管理など多くの重大な問題が置きざりにされてきた。その一方で、情報科学的手法
と量子化学理論の急速な発展を背景に、タンパク質受容体の高精度全電子計算が可能となってき
ている。実際、各種受容体-リガンド系のバーチャルスクリーニングや高毒性インフルエンザウイ
ルスにおける点変異と感染性の変化などの理論的解析も行われ、経験的パラメータを一切含まな
い ab initio レベルでの in silico 毒性解析もいよいよ実用段階に突入した。本研究では、今までの生
体高分子の全電子計算手法である ab initio フラグメント分子軌道法(FMO)法の開発段階を、次の
ステージへと進めて、ターゲットタンパク質受容体と各種リガンドとの仮想スクリーニングを通
して、スーパーコンピュータ上で実行可能な『生体毒性予測システム』を構築し、多種多様な化
学分子種に対する高効率な毒性予測を行うことを目指した。本年度は、プロジェクトの準備段階
と位置付けて、部分構造最適化を利用した FMO 法に基づくドッキング手法を重篤な生体毒性であ
る肝毒性がある核内受容体 PPARγリガンド系へ応用し、理論的な生体毒性評価を試みた。
キーワード：
生体毒性、核内受容体、フラグメント分子軌道法

- 117 -

受容体－化学物質間相互作用解析に基づく生体毒性予測システムの開発

研究課題名：
受容体－化学物質間相互作用解析に基づく生体毒性予測システムの開発
実施年度：
平成 21 年度～21 年度
課題代表者：立教大学理学部化学科 常盤広明
共同研究者：国立環境研究所環境リスク研究センター 青木康展
日本大学医学部 山田幸子
立教大学極限環境情報センター 山岸賢司

1. 研究目的
近年、生体毒性のない有用な新規化学物質を環境に負荷をかけず高効率に設計・開発するため
に、in silico（コンピュータ支援型）分子設計技術が必須のアプローチ手法となってきている。し
かし、従来までの分子設計システムは生理活性物質探索の効率化に重点がおかれたものが多く、
薬物化学毒性管理など多くの重大な問題が置きざりにされてきた。その一方で、情報科学的手法
と量子化学理論の急速な発展を背景に、タンパク質受容体の高精度全電子計算が可能となってき
ている。実際、各種受容体-リガンド系のバーチャルスクリーニングや高毒性インフルエンザウイ
ルスにおける点変異と感染性の変化などの理論的解析も行われ、経験的パラメータを一切含まな
い ab initio レベルでの in silico 毒性解析もいよいよ実用段階に突入した。本研究では、今までの生
体高分子の全電子計算手法である ab initio フラグメント分子軌道法(FMO)法の開発段階を、次の
ステージへと進めて、ターゲットタンパク質受容体と各種リガンドとの仮想スクリーニングを通
して、スーパーコンピュータ上で実行可能な『生体毒性予測システム』を構築し、多種多様な化
学分子種に対する高効率な毒性予測を行うことを目指した。実際の生体毒性予測には、アミノ酸
残基の置換や複数のリガンド分子の組み合わせ（数百パターン）の解析が必要であるため、従来
までの方法では、時間的にも資源的にも不可能であった。そこで、スーパーコンピュータなどに
よる大規模高速計算を効率的に利用することによって、ターゲットタンパク質を網羅的に解析す
る計画を立てた。すでに開発ずみの電子相関法のプログラムエンジン群を用いることによって、
生体毒性予測に欠かすことのできない、疎水性残基とのファンデルワールス相互作用（分散力）
の計算が高速に行えるのも、本研究の大きな利点である。また本解析法は、実験的アプローチが
困難な系の解析にも適用が容易であり、危険性がなく環境に全く負荷を掛けない点も特筆される。
本年度は、プロジェクトの準備段階と位置付けて、部分構造最適化を利用した FMO 法に基づくド
ッキング手法をさまざまな系への応用し、理論的生体毒性システムの構築を試みた。
キーワード：
生体毒性、核内受容体、フラグメント分子軌道法

2. スーパーコンピュータ利用実績
2.1 計算機利用時間
CPU 時間 1 ノード未満: 0 hr, 1 ノード: 0 hr, 2 ノード: 0 hr, 計: 0 hr
2.2 利用概要
本研究では、ターゲット受容体などの生体高分子を化学的精度で理論的に解析するために、物
理定数以外のパラメータを全く利用しない非経験的分子軌道計算を実行している。非経験的分子
軌道計算において、もっとも計算資源および計算時間のボトルネックとなるのは、2 電子反発積
分の計算である。たんぱく質の構造解析などで重要となる疏水性残基間の相互作用を適正に評価
するためには、MP2 法などの電子相関を考慮した方法が不可欠である。また、一般的に、MP2 法
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などを実際に用いる際には、最低でも Double-Zeta(DZ)レベルの基底関数に加えて、分極関数(+P)
を用いる必要がある。しかしながら、現在までに DZ+P 基底関数を用いた 2 電子反発積分の高効
率的なベクトル化のインライン展開は未だ達成されていない。そのため、今年度はスーパーコン
ピュータを持いた実際の計算を行う準備段階として、スカラーマシンのネットワーク並列化を利
用した計算を行った。

3. 研究結果
3.1 PPARγのリガンド認識特異性
PPARγは、1 つの原初遺伝子から分岐した核内受容体スーパーファミリーの一つであり、リガ
ンド依存型の転写活性因子として機能している。PPARγは当初、結合するリガンドが未知である
オーファン受容体として同定されが、その後チアゾリジン(TZD)誘導体がアゴニストとして PPAR
γに結合することが見出された。この PPARγは、脂肪蓄積の主調節因子として機能している。
その強力なアゴニストである TZD 誘導体はインスリン抵抗性を改善させることが報告されてき
た。このことから、抗糖尿病治療薬をはじめとする生活習慣病改善薬の標的受容体として、その
薬効作用のきわめて広い受容体として注目されている。すでに、TZD 誘導体である rosiglitazone,
troglitazone および、piogitazone はインスリン抵抗性改善薬として実用的に用いられている。しか
しながら、PPARγの活性化は、浮腫や肥満、肝障害などの副作用を引き起こすことが指摘されて
おり、これらの副作用を引き起こさない新規リガンドの開発が盛んに行われている。この PPAR
γの構造は、合計 13 個のαへリックスから構成されており、リガンドが結合するポケット(LBP)
の大きさは、1300Å3 と、性ホルモン受容体である ER のそれが 450Å3 であるのに比べて、きわめ
て大きい。本研究では、PPARγの代表的なリガンドである TZD 系の誘導体および、非チアゾリ
ジン誘導体を用い、そのリガンドの結合形態を詳細に解析することで、PPARγの柔軟なリガンド
認識の起源の解明を試みた。rosiglitazone は TZD 誘導体であり、すでに抗糖尿病として用いられ
ており、その市場規模は 1500 万ドルにも達する。しかしながら、チアゾリジン骨格による浮腫や
肝障害などの副作用が指摘されている。一方で、farglitazar はチアゾリジン骨格を持たない非チア
ゾリジンとして開発され、PPARγへの結合力は rosiglitazone よりも強い。図 1 には、これらのリ
ガンドが PPARγへ結合した複合体構造の X 線結晶構造を示した。図 1 から rosiglitazone は LBP
の一部のみを使って結合しているのに対して、farglitazar は広い結合ポケットを有効に使って結合
しており、2 つのリガンドの PPARγへの結合形態が異なる様子が分かる。そこで、PPARγ
/rosiglitazone 複合体および、PPARγ/farglitazar 複合体それぞれに対して、FMO-HF および MP2 法
を用いた解析により、PPARγの有する柔軟なリガンド認識の起源について解析を行った。MP2
レベルの計算は、電子相関を取り込むことで分散力に起因する相互作用を評価することが可能と
なる。表 1 に FMO-HF レベルと FMO-MP2 レベルで算出した rosiglitazone と farglitazar の PPARγ
に対する理論的結合エネルギーを示した。rosiglitazone と farglitazar のどちらの場合も、分散力を
評価した FMO-MP2 レベルでの計算によりそれぞれ、-49.9 kcal/mol, -69.7 kcal/mol となり、その理
論的な結合エネルギーは大きく安定化した。そこで、この大きな安定化を引き起こした因子を明
らかとするため、各アミノ酸残基とリガンドとの IFIE 解析を行った。MO-MP2 レベルでの IFIE
解析の結果、FMO-HF レベルの計算では相互作用を示さなかったアミノ酸残基や不安定化相互作
用を示していたアミノ酸残基のほとんどが、分散力に伴う相互作用を評価することで、リガンド
と安定化相互作用を示した。しかし、いずれのアミノ酸残基も分散力に伴う安定化相互作用は小
さく、突出した相互作用を示すアミノ酸残基はなかった。一方で、FMO-HF レベルの計算におい
て、静電相互作用に伴う安定化相互作用を示したアミノ酸残基も、分散力を評価することで、よ
り大きな安定化相互作用を示した。しかしこれらの残基においても、その変化は大きいものでは
なかった。以上の結果から、MP2 レベルでの計算により分散力を評価することで、PPARγへの
理論的結合エネルギーが大きく安定化した要因は、水素結合のような特定のアミノ酸残基による
ものではなく、リガンドを取り巻く各アミノ酸残基の総和によって引き起こされていることが明
らかとなった。各アミノ酸残基の分散力による相互作用は小さいため、PPARγへの結合における
主な要因が MP2 レベルでの計算により、変わってしまうことはなかった。しかし、farglitazar の
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PPARγへの結合においては、このリガンドを取り巻く各アミノ酸残基と farglitazar との分散力に
伴う弱い相互作用が、水素結合をサポートし、結合に重要な役割を演じることが明らかとなった。
表 1 には、rosiglitazone と farglitazar のそれぞれの場合の理論的結合エネルギーに加え、実験的
な転写活性能をあわせて示した。この転写活性能は rosiglitazone と farglitazar の理論的な結合エネ
ルギーの比は 1.40 であり、実験的転写活性能の比 1.34 であり、理論的な結合エネルギーの比は実
験的転写活性能の比とてもよい一致を示した。

(b)

(a)

図 1. X 線結晶構造 (a)PPARγ/rosiglitazone 複合体,
(b) PPARγ/farglitazar 複合体

表 1. 理論的結合エネルギーと実験的転写活性能
Theoretical binding energy (kcal/mol)

Transactivation a

HF/6-31G level

MP2/6-31G level (ratio)

PPAR-γpEC50 (ratio)

rosiglitazone

-8.30

-49.9 (1.00)

7.05±0.19 (1.00)

farglitazone

+9.00

-69.7 (1.40)

9.47±0.44 (1.34)

a

pEC50, -log of the concentration of test compound required to induce 50% of the maximum

alkaline phosphatase activity.

3.2 副作用のない PPAR アゴニストの分子設計
PPAR(ぺルオキシソーム増殖剤応答性受容体)は、リガンド依存性の転写因子であり、3 種類の
サブタイプ(α, γ, δ)が存在する。各サブタイプは特徴的生体内分布を示し、近年各種のがん細
胞にも存在することが分かった。PPAR 各サブタイプはそれぞれ糖や脂質の恒常性維持に関与す
ることが初期研究で判明していたが、近年、がんの発症・進展、記憶、睡眠、免疫応答等におい
ても重要な機能を示すことが判明し、PPAR は生活習慣病のみならず、各種疾患に対する多面的
分子標的として大きな注目を集めている。特に、糖尿病治療薬の最近研究領域において、ピオグ
リタゾンに代表される PPARγアゴニストに対する早急な解決すべき課題として、深刻な副作用
低減の必要性が叫ばれている。すなわち、それらのアゴニストは、インスリン抵抗性改善作用に
優れるものの、体重増加、浮腫等の副作用が認められ、副作用の低減された次世代 PPAR リガン
ドの設計が急務となっている。そこで、PPARγの活性化によるインスリン感受性・糖代謝の改善
と、PPARα活性化による代謝改善・脂肪毒性改善、さらには PPARδ活性化による熱産生・体重
減尐・糖・脂質代謝改善の 3 つを複合的に併せ持つ PPAR パンアゴニストの開発が求められてい
る。すなわち、PPARα、PPARγ、PPARδ各サブタイプの活性化により、相加的または相乗的治
療効果ならびに副作用の低減が期待されるパンアゴニストが次世代型生活習慣病治療薬として期
待されている。そこで、本研究では、PPARαアゴニスト KCL をテンプレートにして、最近、岡
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山大学宮地らの合理的な構造展開により設計された各種特徴的サブタイプ選択的 PPAR リガンド
とそのターゲット受容体間相互作用を FMO 法に基づいて解析し、PPAR のサブタイプによる違い
について考察し、新たな高活性パンアゴニストの分子設計を試みた。今までの PPAR アゴニスト
の合成研究により、置換フェニルプロピオン酸の誘導体リガンドは、基本的に PPARαと PPARδ
に高活性を示すものの、PPARγ活性はμM オーダーと弱いことが知られている。また、その誘導
体構造において、中央部とカルボキシル基周辺構造部分の PPARγ活性に与える影響は小さく、
疎水性末端の誘導体のバリエーションは尐ないことに注目し、各種アルキル置換基を導入した新
規リガンドを設計したところ、それら置換基の立体因子に PPAR 活性が相関することが見出され
た。さらに立体的に嵩高いアダマンチル基を導入すると、大きくγ活性が向上した。これらの置
換基の立体効果の原因を理論的に解明するために、FMO-IFIE 解析を用いて、置換基と有効に相互
作用する LBP 内残基を理論的に特定した。

4. まとめ
標的受容体タンパク質の立体構造を基に、種々の疾病に対して副作用などの毒性がない新規薬
物を環境への負荷を掛けずに無駄なく分子設計するには、今や in silico 毒性評価手法が欠かせな
いものとなっている。しかしながら、現在、百花繚乱のコンピュータ支援システムは、多数の経
験的パラメータを含む分子力学法に基づくものが多く、その精度や適用対象系に制限があった。
それらに対して、本研究は一線を画し、従来不可能といわれたタンパク質や DNA などの生体高分
子に対する ab initio（非経験的）全電子計算に基盤を置く新たな毒性評価システムである。

5. 今後の研究展望

今後、化学薬物毒性などの副作用のない生理作用発現に重要となる LBD 全体の構造変化を ab
initio レベルで達成することや、リガンド結合に伴うそれらの構造変化を動的にトレースするよう
な分子動力学解析の実行などが課題となっている。また、ターゲットレセプターの全体の構造変
化については、大規模な最適化を必要とするため、現在までのところ、計算資源の制限から実行
には至っていない。今後、多層化や PCM モデルの採用によって、溶媒効果やエントロピー項を含
む自由エネルギー変化などをも正しく考慮した計算も必要とされる。さらには、溶媒水分子の効
果を正しく見積もれるように、局所的な溶媒分子を含む多層型 PCM モデルの取り扱いに拡張する
ことは、今後の重要課題である。

6. 研究成果発表
6.1 誌上発表（査読有）
Yamagishi K., Yamamoto K., Mochizuki Y., Nakano T., Yamada S., Tokiwa H. (2010) Flexible Ligand
Recognition of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPARγ), Bioorg. Med. Chem. Lett. 20,
3344-3347.
Yamagishi K., Tokiwa H., Makishima M., Yamada S. (2010) Interactions Between 1α,25(OH)2D3 and Residues
in the Ligand-Binding Pocket of the Vitamin D Receptor: A Correlated Fragment Molecular Orbital Study. J.
Ster. Biochem. Mol. Bio. DOI:10.1016/j.jsbmb.2010.03.028.
Motoyoshi S., Yamagishi K., Yamada S., Tokiwa H. (2010) Ligand-Dependent Conformation Change Reflects
Steric Structure and Interactions of a Vitamin D Receptor/Ligand Complex: A Fragment Molecular Orbital
Study, J. Ster. Biochem. Mol. Bio. DOI:10.1016/j.jsbmb.2010.03.024.
岡本威明, 山岸賢司, 麻生琴未, 山倉文幸, 常盤広明, 刀祢重信, 日高和夫 (2009) トリプトファン誘導
体の IDO 転写調節に及ぼすインドール環上の電荷密度の影響. 川崎医学会誌. 一般教養篇 35, 1-9.
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料国際展 (ファーマジャパン) 併催第 8 回国際バイオ EXPO （依頼講演）
宗像紫織, 元吉沙也加, 山岸賢司, 山田幸子, 青木康展, 白石寛明, 常盤広明 (2009) PPAR-リガンド複
合体に関する理論的研究. 第 53 回日本薬学会関東支部大会.
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Project name:
Development and Applications of a Novel Computerized Prediction System of
Biotoxicity Based on Interaction Analysis between Receptor and Ligands
2009 April – 2010 March
Project leader:
Hiroaki Tokiwa, Department of Chemistry, Rikkyo University
Project members:
Yasunobu Aoki, National Institute of Environmental Science
Sachiko Yamada, Nihon University School of Medicine
Kenji Yamagishi, Research Information Center for Extremophile, Rikkyo University
Abstract:
The in silico analysis of large biomolecules using rigorous molecular orbital (MO) calculations is an
extremely demanding task. It is necessary to quantitatively analyze the relationship between structure and
bioactivity/biotoxicity of chemical compounds for the development of novel potent compounds without
chemical/bio-toxicity and side effects. The ab initio total electronic MO method is a powerful procedure to
accurately evaluate electrostatic and hydrophobic (lipophilic) inter/intra-molecular interactions in the
receptor-ligand complex. In recent years, the ab initio Fragment MO (FMO) method has been developed
for large size biomolecules like target receptors. In this project we proposed a novel computer assisted ab
initio biotoxicity screening system based on the FMO method. Our novel in silico screening procedure can
be easily applied to typical biochemical and pharmaceutical topics. We performed the interaction analysis
of the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) and its partial agonists/antagonists. The
PPARγ is a direct pharmacological target for drugs that enhance insulin sensitivity and are clinically used
for the treatment of type II diabetes. The computerized prediction system using the FMO method is useful
for evaluating theoretically biotoxicity of various types of chemical compounds which have high potential
anticancer and antiproliferative activities without side effects.
Keywords:
Biotoxicity, Nuclear Receptor, Fragment Molecular Orbital Method
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平成21年度

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
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
キーワード：
SX-8R、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム
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転送を行うことを実現している。

国立環境研究所

スーパーコンピュータシステム概要

3.1.3 動的ジョブマイグレーション機能
国立環境研究所環境情報センター
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
日本電気株式会社
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
1. SX-8R システム
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、
1.1 緒言
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
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
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
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
でいる。
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
3.1.4 スケジューリング機能
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。
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。

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
16GB/s ノード間接続装置(IXS)
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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 現行システムのスーパーコンピュータ性能。

ノード数
CPU 数
理論演算性能
メモリ容量

SX-8R/128M16
16 nodes
128 CPUs
4.096 TFLOPS
(256 GFLOPS/node)
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ミュレーション環境の実現
スカラ処理用計算機として、CPU に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 柔軟な拡張性を備えたストレージシステム
汎用的な解析処理や高速なデータ処理が可能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。
キーワード：
SX-8R、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム
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転送を行うことを実現している。

2. スーパーコンピュータ利用実績
3.1.3 動的ジョブマイグレーション機能
2.1 計算機利用時間
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
CPU 時間：
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
1 ノード未満ジョブ（デバッグジョブ(v_deb)を除く）：26,320 hours
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
（所内課題：14,345 hours, 所外課題：11,975 hours）
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
1 ノードジョブ：679,779 hours（所内課題：539,111 hours, 所外課題：140,668 hours）
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、
2 ノードジョブ：202,872 hours（所内課題：180,854 hours, 所外課題：22,017 hours）
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
(Total 908,771 hours)
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。
2.2 利用詳細
2.2.1
3.1.4 運用支援
スケジューリング機能
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）
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
を行っている。
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、
平成 21 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
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
提案を行っている。
ューリングをサポートする。
表2 ベクトルジョブクラス設定。
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
キュー名
用途
最大同時 CPU時間制 経過時間 ジョブあた
リクエストあ
実行ノード
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
*1
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。
限
制限
りの最大メ
実行数
たりの使用可
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
モリサイズ
能CPU数
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
デバッグ
8(2)
1～8
v_deb
2H
0.6H
62GB
scvec16
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
1～4CPU利用
8(5)
1～7
v_cpu
168H
40H
62GB
scvec16
ングが可能となる。
1node内並列
8(3)
5～8
v_1nA
96H CPU、メモリ、およびメモリファイル機能（MFF）の
13.2H
62GB
scvec01 –
ロードバランス機能では、実行ホストの
scvec08
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、
1node内並列
7(3)
5～8
v_1nB
96H
13.2H
124GB
scvec09 –
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
scvec15
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。
2node間並列
4(3)
9～16
v_2nA
96H/node
13.2H
62GB/node
scvec01 –
scvec08
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
2node間並列
3(3)
9～16
v_2nB
96H/node
13.2H
124GB/node
scvec09 –
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。
scvec15
*1 括弧内数字は、各ユーザの同時実行可能本数
表3 スカラジョブクラス設定。
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

s_gosat

Gosat定常運用ジョブ

16

72H

8GB/host

scsl03 – scsl14

- 128 -

CGER-I095-2010, CGER/NIES

2.2.2 計算機利用時間
平成 21 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。

JOB-COUNT、CPU-TIME
＜From Apr 2009 To Mar 2010＞
JOB-COUNT

CPU-TIME(Hour)

6,000

90,000
80,000

5,000
70,000
4,000

60,000

job-count(all job)
50,000
3,000
40,000
2,000

multi-node job-count
cpu-time(all job)
cpu-time(multi-node job)

30,000
20,000

1,000
10,000
0

0

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

図 2 平成 21 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 動的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
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
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転送を行うことを実現している。
転送を行うことを実現している。
3.1.3
3.1.3 動的ジョブマイグレーション機能
動的ジョブマイグレーション機能
SUPER-UX
SUPER-UX NQSII
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
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
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
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
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
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。
ン先でも確実に参照できるようにしている。さらに、
さらに、複数ノードで構成されるクラスタ環境下で、
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
ジョブに割り当てられるプロセス ID、
ID、ジョブ
ジョブ ID
ID をユニークに保つマルチノード
をユニークに保つマルチノード ID
ID リザーブ機能
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
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。
でいる。
3.1.4
3.1.4 スケジューリング機能
スケジューリング機能
SUPER-UX
SUPER-UX NQSII
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
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。
キュー単位に運用可能である。NQSII
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、
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
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。
ューリングをサポートする。
3.2
3.2 ERSII
ERSII
SUPER-UX
SUPER-UX ERSII(Enhanced
ERSII(Enhanced Resource
Resource Scheduler
Scheduler II)は、
II)は、NQSII
NQSII 専用に高度なスケジューリングを実
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
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
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。
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
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
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
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。
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
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
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、
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、
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。
実行する。また、
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
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
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。
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
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。
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, among others. 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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