
ISSN  1341-4356

CGER-I125-2015

CGER-REPORT

C
G

ER
-I125-2015

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

国立研究開発法人　国立環境研究所
National Institute for Environmental Studies, Japan

C
M

Y
K

平
成
26
年
度

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 26 年度

NIES Supercomputer Annual Report 2014

国立環境研究所地球環境研究センター 編

 









i 

出版にあたって 

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

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

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

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

きました。さらに、平成 27 年 6 月からは、第 6 号機である SX-ACE の運用が始まっています。 
 わが国のスーパーコンピュータをはじめとする計算機状況は、当研究所がスーパーコンピ

ュータを初めて導入したときから大きく変化し、地球環境研究に利用できる計算機資源の整

備も進んできました。そこで、平成 19 年の更新を機に当研究所のスーパーコンピュータの研

究利用方針を見直し、地球環境研究にとどまらず広く環境研究一般への利用の拡大を図るこ

ととしました。研究所が自ら実施する研究課題のみならず、わが国のすぐれた環境研究課題

にも利用支援すべく課題公募・審査・評価体制を整備し、平成 19 年度から新しい制度でのス

ーパーコンピュータの研究利用支援を開始、環境研究における業績に寄与しています。 
今回の年報には平成 26 年度に実施された利用研究の成果として、全 14 課題の研究年次報

告を収めました。あわせて、スーパーコンピュータシステム（SX-9A/ECO）の概要について

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

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

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

平成 27 年 11 月 
国立研究開発法人国立環境研究所 

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

東京大学大気海洋研究所気候システム研究系 木本昌秀・渡部雅浩・羽角博康 
岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹 

 
 
要旨：  

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

にもかかわらず、不確実性の幅を縮めることが出来ていない。我々は、気候感度の構造不確実性

とパラメータ不確実性を同時に調べることが出来る「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサン

ブル実験(MPMPE)」を提唱し、スパコンを用いて計算を行った。このアンサンブル実験では、気

候感度が2℃～10℃と非常に大きな幅を示した。この実験結果を詳しく分析したところ、10℃とい

う高い気候感度は観測データとの比較から棄却されることがわかった。次に、MIROC5でエアロ

ゾルに関係したパラメータを摂動させるPPEを実行し、「産業革命前条件下の気候感度」より「2
000年エアロゾル条件下の気候感度」が高くなることを示した。 

 
キーワード： 
気候モデル、気候変動予測、気候感度、エアロゾル 
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研究課題名： 
気候変動予測における不確実性伝播播過程に関する研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 塩竈秀夫 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 小倉知夫・釜江陽一 

東京大学大気海洋研究所気候システム研究系 木本昌秀・渡部雅浩・羽角博康 
岡山大学大学院自然科学研究科 野沢 徹 

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

ームの構造やパラメータ値の不確実性が、気候感度や将来気候予測の不確実性にどのように関係

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

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

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

感度の不確実性の関係を調べる実験を行う。 
 
 
キーワード：気候モデル、気候変動予測、気候感度、エアロゾル 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間  v_deb（デバック用） : 261.69 hours 
                    v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 

v_8cpu（8CPU 用）  : 0.04 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 125,000.00 hours 

                   計         : 125,277.78 hours 
 

2.2  利用概要 
これまで気候モデル MIROC5 の雲、対流、境界層スキームを旧バージョン MIROC3 のものに入

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

ル実験を行ってきた。さらに MIROC5 でエアロゾルに関係したパラメータを摂動させるアンサン

ブル実験も実行し、エアロゾルと気候感度の間の関係を調べた。モデル計算にはスーパーコンピ

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

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

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

ンダムな摂動を与える「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験（MPMPE）」（Shiogama 

2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
CPU 時間  v_deb（デバック用） : 261.69 hours 

v_cpu（1CPU 用）    : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）   : 0.04 hours 
v_16cpu（16CPU 用） : 125,000.00 hours 

                   計          : 125,277.78 hours 
102
363.74
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et al. 2014）を実施した。数値実験には、国立環境研究所のスーパーコンピュータを利用し、160
メンバの気候感度を調べる実験を実行した。このアンサンブル実験では、気候感度が 2℃～10℃
と非常に大きな幅を示した。この実験結果を詳しく分析したところ、10℃という高い気候感度は

観測データとの比較から棄却されることがわかった。 
次に、MIROC5 でエアロゾルに関係したパラメータを摂動させるアンサンブル実験を実行し、

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

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

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

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

3.2 背景と目的 
気候感度がモデルごとに異なる要因としては、モデル間で物理スキーム（パラメタゼーション）

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

ばモデルの応答が変わるという「パラメータ不確実性」がある。我々は、この両方の不確実性を

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

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

度は、MPMPE の気候感度の構造不確実性・パラメータ不確実性はどのような物理プロセスに関

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

た。 
次に、過去の気候変動に関する理解や将来予測にとって大きな不確実性要因になっているエア

ロゾル放射強制力に関して調べた。まず、MIROC5 のエアロゾルに関するパラメータに摂動を与

えた上で、気候感度と 2000 年条件エアロゾル放射強制力を測定する実験を行った。先行研究では、

マルチ GCM アンサンブルで気候感度とエアロゾル放射強制力の間に弱い相関関係（お互いに打

ち消し合う関係）があることが示されてきた（Forster et al. 2013）。我々のアンサンブルでも、同

様の相関関係が見られるかを調べた。さらに、気候感度がバックグランドの気候状態に依存する

のではないかという議論があり（Yoshimori et al 2011）、産業革命前と 2000 年のエアロゾルを

与えた条件下で気候感度が異なるのかどうかを調べた。 
 
3.3 数値シミュレーション 

MPMPE では、以下の 8 種類のハイブリッドモデル（Watanabe et al. 2012）を利用した。 
 

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

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

ダムな摂動を与えて、20 メンバの気候感度を調べる物理パラメータアンサンブル実験（physics 
parameter ensemble, PPE）を行った。合計で 8×20=160 メンバという膨大なアンサンブルを作成す

ることで、初めて構造不確実性とパラメータ不確実性を同時に比較する事が可能になった。 
エアロゾル実験では、MIROC5 のエアロゾル関連パラメータを摂動させる小規模な PPE を実施

して、「2000 年エアロゾルの放射強制力」と「産業革命前条件から実験した気候感度」の間の関
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図 1. 下層雲フィードバックのパラメータ不確実性が大きいハイブリッドモデルPPEにおける温暖化

前の混合強度（無次元）と気候感度（℃）の関係。下の方の□と◇に挟まれた範囲が観測デ

ータの混合強度の範囲。この範囲より強い混合強度（灰色の陰影）をもつアンサンブルメン

バの結果は、棄却される。 

係を調べた。次に、「2000 年エアロゾル条件下で気候感度を測る実験」を行ない、「産業革命前

条件から気候感度を測る実験」と結果が一致するのかを調べた。 

 
3.4 結果 

MPMPE の気候感度は約 2℃～10℃と、非常に広い幅を持った。MIROC5 に近いハイブリッドモ

デルを用いた PPE は低い気候感度に分布するが、MIROC3 に近いハイブリッドモデルでは低い気

候感度から高い気候感度までばらつく。気候感度は、雲短波フィードバック（地上気温の変化に

伴い雲が変わり、地上に届く短波放射量が変化することによって、地上気温変化を増幅・抑制す

るプロセス）と強い相関がある（Shiogama et al. 2014）。各ハイブリッドモデルの気候感度がどの

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

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

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

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

気候感度を示すメンバは、観測データと比較して温暖化前の混合強度が強すぎ、下層雲フィード

バックおよび気候感度を過大評価していることがわかった（図 1）。 
 

 
 
次に、MIROC5 の PPE で「産業革命前条件から実験した気候感度」と「エアロゾル放射強制力」

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

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

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

かった（図 2b）。この結果は、エアロゾルと CO2濃度変化に対する気候応答の間に非線形性が生

じえることを示しており、過去の気候変動の要因分析や将来予測の不確実性分析をする際に考慮

する必要がある。 
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図 2. (a)MIROC5-PPEにおける「産業革命前条件での気候感度（℃）」と「2000年エアロゾルの直

接効果放射強制力（W/m2）」の散布図。(b) 「産業革命前条件での気候感度（℃）」と「2000
年エアロゾル条件での気候感度（℃）」の関係。 
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ensemble (MPMPE): a new approach exploring the uncertainties of climate sensitivity, Atmos. Sci. Let., 15: 
97–102. 

Yoshimori et al. (2011) Dependency of Feedbacks on Forcing and Climate State in Physics Parameter 
Ensembles. J. Climate, 24, 6440-6455. 

Watanabe et al. (2012) Using a Multiphysics Ensemble for Exploring Diversity in Cloud–Shortwave Feedback 
in GCMs. J. Climate, 25, 5416–5431. 

 
 
 
4. まとめ 
気候感度の構造不確実性とパラメータ不確実性を同時に調べることが出来る新しいアプローチ

「マルチパラメータ・マルチ物理・アンサンブル実験（MPMPE）」を提唱し、スパコンを用いて

計算を行った。このアンサンブル実験では、気候感度が 2℃～10℃と非常に大きな幅を示した。

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

されることがわかった。次に、MIROC5 でエアロゾルに関係したパラメータを摂動させる PPE を

実行し、気候感度のばらつきと、エアロゾル放射強制力のばらつきの間には、明確な相関関係が

見られないことを示した。さらに「産業革命前条件から気候感度を測る実験」と「2000 年エアロ

ゾル条件から気候感度を測る実験」を行ったところ、前者より後者の気候感度が高くなることが

わかった。 
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5. 今後の研究展望 
今後は、MPMPE の実験結果をより詳しく分析することで、気候変化の物理スキームと物理パ

ラメータに対する依存性に関する理解を深める。さらに、エアロゾル PPE の実験数を増やし、エ

アロゾル条件によって気候感度が異なる原因を明らかにしていく。そのほかに気候感度への影響

が大きいと予測される「浅い積雲対流に関する物理スキーム」の開発を続けているが、次年度内

に完成させ、新スキームの有り無しによって、どの程度気候感度やエアロゾル気候応答が変わる

のかを調べる。 
以上の研究により、モデルの物理スキームの構造やパラメータ値の不確実性が、気候感度や将

来気候予測の不確実性にどのように関係するかを明らかにしていく。 
 
 

6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Kamae, Y., M. Watanabe, T. Ogura, M. Yoshimori, H. Shiogama, (2015) Rapid adjustments of cloud and 

hydrological cycle to increasing CO2 : A review. Curr. Clim. Change Rep., 
DOI:10.1007/s40641-015-0007-5.   

Good P, Lowe J, Andrews T, Wiltshire A, Chadwick R, Ridley J, Menary M, Bouttes N, Gregory J, Dufresne 
J-L, Schaller N, Shiogama H (2015) Nonlinear regional warming with increasing CO2 concentration. 
Nature Climate Change, DOI: 10.1038/NCLIMATE2498.  

Abe M, Shiogama H, Yokohata T, Emori S, Nozawa T (2015) Asymmetric impact of the physiological effect of 
carbon dioxide on hydrological responses to instantaneous negative and positive CO2 forcing. Climate 
Dynamics, doi: 10.1007/s00382-014-2465-1. 

Mori M, Watanabe M, Shiogama H, Inoue J, Kimoto M (2014) Robust Arctic sea-ice influence to frequent 
Eurasian cold winters in the recent past. Nature Geoscience, 7, 869–873, doi:10.1038/ngeo2277. 

Lestari R.K., Watanabe M., Imada Y., Shiogama H., Field R.D., Takemura T., Kimoto M. (2014) Increasing 
potential of biomass burning over Sumatra, Indonesia induced by anthropogenic tropical warming. 
Environmental Research Letters, 9 (2014) 104010 (7pp). doi:10.1088/1748-9326/9/10/104010.  

Watanabe M, Shiogama H, Tatebe H, Hayashi M, Ishii M, Kimoto M (2014) Contribution of natural decadal 
variability to global-warming acceleration and hiatus. Nature Climate Change, 4, 893-897,  
doi:10.1038/nclimate2355.  

Kamae Y, Shiogama H, Watanabe M, Kimoto M (2014) Attributing the increase in Northern Hemisphere hot 
summers since the late 20th century. Geophys. Res. Lett. , 41, 5192–5199, doi:10.1002/2014GL061062.  

Imada Y., Shiogama H., Watanabe M., Mori M., Kamae Y., Ishii M., Kimoto M. (2014) The contribution of 
anthropogenic forcing to the Japanese heat waves of 2013, in “Explaining Extreme Events of 2013 from a 
Climate Perspective", Bulletin of the American Meteorological Society, 95 (9), S52-S54. 

Shiogama H, Watanabe M, Imada Y, Mori M, Kamae Y, Ishii M, Kimoto M (2014) Attribution of the June-July 
2013 heat wave in the southwestern United States. SOLA, 10, 122−126, doi:10.2151/sola.2014-025.  

Kamae, Y., M. Watanabe, M. Kimoto, H. Shiogama (2014) Land-sea thermal contrast and summertime 
atmospheric circulation over East Asia in a warming climate. Part II: Importance of CO2-induced 
continental warming. Clim. Dyn., doi:10.1007/s00382-014-2146-0. 

 
6.2 誌上発表（査読なし） 
なし。 
 
6.3 口頭発表 
Kamae Y., Shiogama H., Watanabe M., Kimoto M. (2014) Attributing the Increase in Northern Hemisphere Hot 

Summers during the Last Half of the 20th Century and the Recent Climate Hiatus. AGU Fall Meeting 2014, 
Abstracts  

Ogura T., Watanabe M., Yoshimori M., Kimoto M., Shiogama H., Kamae Y., Yokohata T., Annan J.D., 
Hargreaves J.C., Tatebe H. (2014) On the effectiveness and limitation of parameter tuning. WGCM 
workshop on model tuning, 6-8 Oct. 2014. 

Shiogama H (2014) Deatection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP). Radiative Forcing 
Model Intercomparison Project (RFMIP) Plannig Workshop, Max Plank Institute for Meteorology, 
Hamburg, Germany, 3-5 Sept. 2014 (Invited). 
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Shiogama H, Watanabe M, Ogura T, Yokohata T, Kimoto M (2014) Multi-Parameter Multi-Physics Ensemble 
(MPMPE): A New Approach Exploring the Uncertainties of Climate Sensitivity. Asia Oceania Geosciences 
Society 11th Annual Meeting (AOGS2014), 28 July to 01 August, 2014, Royton Sapporo Hotel, Sapporo, 
Japan. 

Ogura T, Shiogama H, Watanabe M, Yoshimori M, Annan J, Hargreaves J (2014) On the Parametric Uncertainty 
of MIROC5 Radiation Bias. Asia Oceania Geosciences Society 11th Annual Meeting (AOGS2014), 28 July 
to 01 August, 2014, Royton Sapporo Hotel, Sapporo, Japan. 

Kamae Y, Watanabe M, Kimoto M, Shiogama H (2014) Summertime Land-sea Thermal Contrast and 
Associated Atmospheric Circulation over East Asia: Past Changes, Future Projections and Their Physical 
Mechanisms. Asia Oceania Geosciences Society 11th Annual Meeting (AOGS2014), 28 July to 01 August, 
2014, Royton Sapporo Hotel, Sapporo, Japan. 

Kamae Y, Shiogama H, Ogura T, Yokohata T, Watanabe M., Kimoto M. (2014) Factors controlling shortwave 
cloud feedbacks in Multi-Parameter Multi-Physics Ensemble (MPMPE), CFMIP/EUCLIPSE meeting, 
Egmond aan Zee, Netherland, 8-11th July 2014. 

Shiogama H, Watanabe M, Ogura T, Yokohata T, Kamae Y, Kimoto M (2014) Multi-Parameter Multi-Physics 
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convection parameterization to the cloud feedback in MIROC5. EUCLIPSE-CFMIP meeting. 
CFMIP/EUCLIPSE Meeting on Cloud Processes and Climate Feedbacks, Egmond aan Zee, The 
Netherlands, July 8-11 2014. 

渡部雅浩, 塩竈秀夫, 建部洋晶, 林未知也, 石井正好, 木本昌秀（2014）地球温暖化の加速と停滞（ハイ

エイタス）に対する自然変動の寄与. 日本気象学会 2014 年度秋季大会, 同予稿集. 
塩竈秀夫, 渡部雅浩, 今田由紀子, 森 正人, 釜江陽一, 石井正好, 木本昌秀（2014）米国南西部におけ

る 2013年 6-7月熱波に関するイベント・アトリビューション. 日本気象学会 2014年度秋季大会, 同
予稿集. 

釜江陽一, 塩竈秀夫, 渡部雅浩, 小倉知夫, 横畠徳太, 木本昌秀（2014）マルチパラメータ・マルチ物理

アンサンブルにおける雲フィードバックの不確実性とその制約. 日本気象学会 2014年度秋季大会, 
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小倉知夫, 塩竈秀夫, 渡部雅浩, 吉森正和, 横畠徳太, Annan J.D., Hargreaves J.C. （2014）MIROC5 放射

バイアスのパラメータ依存性. 日本気象学会 2014 年度春季大会, 日本気象学会 2014 年度春季大会
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釜江陽一, 塩竈秀夫, 渡部雅浩, 木本昌秀（2014）中緯度陸上の猛暑頻度増加に対する人為的な寄与と

海洋の影響. 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター共同利用研究集会「中緯度気象・

気候研究の現状と展望」.  
Kamae Y., Shiogama H., Watanabe M., Ogura T., Yokohata T., Kimoto M. (2014) Lower tropospheric mixing 

intensity and climate sensitivity in Multi-Parameter Multi-Physics Ensemble (MPMPE). Tropical 
Meteorology Workshop 2014, 2014-9. 

Shiogama H (2014) Emission scenario dependency of scaling patterns and linear additivity of climate 
forcing-response relationship. Pattern Scaling, Climate Model Emulators and their Application to the New 
Scenario Process. NCAR, Boulder Colorado, USA, April 23-25, 2014. 
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6.4 その他（書籍等） 
塩竈秀夫・江守正多・鬼頭昭雄（2014）産業革命以降の気候変動の検出と要因分析, 日本気象学会・

地球環境問題委員会編著「地球温暖化: そのメカニズムと不確実性」, 朝倉書店, 4 章, 37-46. 
塩竈秀夫・江守正多・鬼頭昭雄（2014）全球気候モデル, 日本気象学会・地球環境問題委員会編著「地

球温暖化: そのメカニズムと不確実性」, 朝倉書店, コラム 3, 47-48. 
塩竈秀夫（2014）イベント・アトリビューション, 日本気象学会・地球環境問題委員会編著「地球温暖

化: そのメカニズムと不確実性」, 朝倉書店, コラム７, 80-81. 
塩竈秀夫（2014）不確実性の評価と低減. (独)国立環境研究所 地球環境研究センター編著, 地球温暖化

の事典, 丸善出版, 4.6 章, 181-185.  
塩竈秀夫（2014）極端現象. (独)国立環境研究所 地球環境研究センター編著, 地球温暖化の事典, 丸善

出版, 4.6 章, 203-206. 
 
 
7. 連絡先 

 
塩竈秀夫 
〒305-8506 茨城県つくば市小野川 16-2   
国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター 
Tel: 029-850-2252   Fax: 029-850-2960 
E-mail: shiogama.hideo@nies.go.jp 
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Project name: 
Studies on uncertainty cascades in climate change simulations 
 
2013 June – 2016 May 
 
Project leader:  
Hideo Shiogama, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Project members:  
Tomoo Ogura, Youichi Kamae, Center for Global Environmental Research, National Institute for 
Environmental Studies 
Masahide Kimoto, Masahiro Watanabe, Hiroyasu Hasumi, Atmosphere and Ocean Research Institute, The 
University of Tokyo 
Toru Nozawa, Department of Earth System Sciences, Okayama University 
 
Abstract: 

Despite the considerable efforts of climate research communities, climate sensitivities (CSs, defined as 
the responses of global mean surface air temperature to a doubling of the atmospheric CO2 concentration) 
remain to have large uncertainties. To explore both the parametric and structural uncertainties of CSs, we 
have proposed a new climate model ensemble termed the Multi-Parameter Multi-Physics Ensemble. This 
ensemble has a wide range of CSs, 2℃-10℃. The highest CS, 10℃, was rejected by an observational 
constraint. We also performed physics parameter ensembles of MIROC5 to investigate the relationships 
between CSs and aerosol forcing. It was found that CSs under the year 2000 aerosol condition tended to be 
higher than that under the preindustrial condition. 
 
Keywords:  
Climate models, climate projections, climate sensitivity, aerosol 
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研究課題名: 
広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 永島達也 
共同研究者：九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 

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

 
要旨： 
全球規模モデルと領域規模大気輸送モデルを用いたマルチスケールモデルにより、東アジアに

おける大気汚染対策を強化した近未来の大気汚染物質排出シナリオ（450 cntr シナリオ）を評価し

た。450 cntr シナリオは、ベースとなった 450 ppm シナリオに比べて、東アジアの広い地域で地表

オゾン汚染の改善に大きく寄与する一方、地表の PM2.5 に関しても一定の改善効果をもつことが

わかった。ただし、大気汚染の著しい中国東部中央地域を含む東アジア全域で、たとえば日本の

環境基準を満たすような大気質の改善を得るためには、450 cntr シナリオよりさらに強化した対策

を考える必要のあることがわかった。一方、放射強制力の観点からは、450 ppm シナリオと 450 cntr
シナリオの間に大きな相違はなく、オゾンや BC などの加熱性の大気汚染物質の減少と、PM2.5 を

含む冷却性の大気中エアロゾルの減少が相殺して、気候変化への影響は軽微なものになるという

評価になった。全球規模の地球システム統合モデル（MIROC-ESM-CHEM）を用いて、2010 年を

想定した共通の入力データの下で高分解能（T106）と低分解能（T42）な設定で計算を行った。

高分解能モデルでは、南半球中高緯度などの領域で成層圏起源オゾンの地表オゾンへの寄与が大

きくなる傾向のあることなどが確認された。また、高分解能化によって、日本周辺海域の夏期に

顕著であった地表オゾン濃度の過大評価が改善されることがわかった。 
 
キーワード： 
広域大気汚染、汚染構造解析、削減感度評価、SLCP コベネ 
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研究課題名： 
広域大気汚染構造の理解と対策評価に関する研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 永島達也 
共同研究者：九州大学応用力学研究所 竹村俊彦 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

る。 
 
キーワード： 
広域大気汚染、汚染構造解析、削減感度評価、SLCP コベネ 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 169.62 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 3,917.91 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 182,777.78 hours 

                  計         : 186,944.44 hours 
 

2.2  利用概要 
地球システム統合モデル MIROC-ESM-CHEM を用いて、現在および将来の大気汚染物質排出量

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

域を対象とするダウンスケール計算も合わせて実施した。 
 
 
 

2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
CPU 時間 v_deb（デバック用）: 169.62 hours 

v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 3,917.91 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 182,777.78 hours 

                  計          : 186,944.44 hours 
743.47
831.00
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

前年度に行った近未来（2030 年）の大気質・気候影響変化予測シナリオ実験に関して、東アジ

ア（および東南アジア）における大気汚染対策を強化した 450 cntr シナリオを中心に、領域規模

大気輸送モデルを用いてダウンスケールして東アジアの大気質に及ぼす影響を調べ、さらに放射

強制力の観点からも解析を進めた。全球規模の対流圏・成層圏大気化学・エアロゾルモデル（地

球システム統合モデル：MIROC-ESM-CHEM）を、これまでより水平分解能を細かくした設定で

計算を行い、従前までの計算結果との比較を行った。 
 
3.2 背景と目的 

近年、東アジア全体にわたる広域大気汚染に対する社会的な関心が高まっている。日本におい

ては、1980 年代から継続的に増加傾向の見られる地表オゾンに加えて、近年、中国の主要都市域

で高濃度エピソードが度々発生した PM2.5 への関心が特に高まっており、これらに対する有効な

対策の構築が急務となっている。そのためには、これらの大気汚染物質（およびその前駆物質）

が大気中に排出される領域（ソース領域）毎の寄与を定量的に評価して大気汚染の構造を明らか

にすることが重要であり、そうした評価を踏まえて、ソース領域毎に汚染物質排出量の削減に対

する効果の見積もりが必要となる。一方、これらの大気汚染物質は放射活性な物質であり、それ

ぞれの放射特性に従って大気を加熱または冷却する作用をもつ。そのため、大気汚染物質の量を

適切に管理する事により、大気質の改善のみならず、地球温暖化の防止に役立てられるのではな

いかという、いわゆるココントロール、コベネフィットの議論が最近活発に行われているが、大

気汚染物質の削減等による温暖化抑止効果はまだ定量的に十分検討されているとはいえない状況

である。 
こうした状況を背景として、本課題では、全球規模と領域規模の化学輸送モデルを用いて、東

アジアにおけるオゾンや PM2.5 を含めたエアロゾルのソース領域別寄与率を評価し、その不確実

性を低減させることを目的に掲げる。その上で、東アジアにおける有効な大気汚染低減策の構築

に資するため、オゾンやエアロゾルの前駆物質を削減することによる大気質改善効果を定量的に

評価する。また同時に、そうした大気汚染低減策のコベネフィット効果を検証する。 
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3.3 結果  
3.3.1  東アジアにおける大気汚染対策を強化した近未来シナリオによる東アジア大気質変化

の詳細解析 
今年度は、昨年度に計算を実施した近未来（2030 年）における大気汚染物質の排出量シナリオ

を用いた実験について、領域モデルを用いたダウンスケールを行って詳しく解析した。この近未

来シナリオ“450 cntr シナリオ”は、全球平均気温の上昇を産業革命前に比べて 2℃以内に抑える

ことを目的とする標準的なシナリオである “450 ppm シナリオ（IEA, 2009）”をベースとして、

東アジアにおける大気汚染物質前駆体の排出量をさらに抑制したものであり、大気を加熱する作

用をもつ大気汚染物質であるオゾンの前駆物質（NOx と NMVOC）、および BC の排出量が、ア

ジア域において約 30%追加で削減されている（図 1）。 
 
 
 

 
 
 
図 1．基準年（BASE YEAR）の 2005 年および、CLE、450 ppm（450）、450 cntr（CNTR）、MFR

の各シナリオによる東アジアの 2030 年における NOx、NMVOC、BC、CH4 の排出量。排出

部門ごとの積み上げとして表示。 
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 図 2 は、全球モデル（MIROC-ESM-CHEM）

で計算された地表オゾンと PM2.5 の年平均濃

度について、2005 年を想定した標準実験から

の差を取ったものである（左：450 ppm シナ

リオ、右： 
450 cntr シナリオ）。オゾンについて中国の東

部地域に注目すると、450 ppm シナリオでは

年平均濃度が 2005 年に比べて、特に南寄りの

地域で微増しているのに対して、450 cntr シナ

リオでは減少に転じていることがわかる。

PM2.5の年平均濃度に関しては、両シナリオと

も中国東部で減少しているが、450 cntr の方が

より多く減少している。このように、排出量

の追加削減によってオゾン、PM2.5ともに一定

の削減効果の得られることが全球モデルによ

る計算から示された。 
次に、この結果を境界条件として領域モデ

ル（WRF/CMAQ）を用いて計算し、地表オゾ

ン濃度年平均値に関して 2005 年想定の標準

計算結果からの差を取ったもの（左：450 ppm シナリオ、中：450 cntr シナリオ）を図 3 に示す。

図 2 と比べると、特徴的な違いとして、大都市部（東京、ソウル、北京～上海周辺）において変

化傾向が逆転し、オゾンの増加がみられる。これは、主に領域モデルで水平の空間分解能が向上

したことにより、計算されるオゾンの前駆物質（NOx、NMVOC）濃度の相対比（NOx /NMVOC）
が変化し、それに伴ってオゾンの化学的な生成のレジームがより VOC 律速な状態になったことが

一因として考えられる。また、夜間の NO によるオゾン破壊反応（NO タイトレーション）の効果

が、水平高分解能化によって変化することも、都市域における全球、領域モデル間の差を生む要

因と考えられる。図 3 の右図は、北京～上海を含む地域（中国東部中央：東経 110°-123º、北緯 30
º-40º）で平均した地表オゾン濃度の月平均値時系列である。2005年想定の標準実験と比較すると、

450 ppm シナリオでは夏期のオゾン濃度が若干減少し、450 cntr シナリオでは同じく夏期にさらに

多く減少する一方で、オゾン濃度が低い冬期には逆に増加することがわかる。この 450 cntr シナ

リオによる冬期オゾン濃度の増加は、NOx 排出量の減少に伴って、夜間の NO によるオゾン減少

反応（NO タイトレーション）が低下することに起因している。 
 

図 3．領域モデルで計算した年平均地表オゾンの 2005 年との差（左：450 ppm シナリオ、中：450 cntr
シナリオ）と中国東部中央域で平均した地表オゾンの年変化（右図、灰：2005 年標準実験、赤：

450 ppm シナリオ実験、青：450 cntr シナリオ実験）。 

 
図 2. 年平均した地表オゾン（上段）、地表PM2.5

（下段）の2005年との差。左：450 ppmシ ナ
リオ、右：450 cntrシナリオ。 
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一方、夏期におけるオゾン濃度減少量のシナリオによる違いは、オゾン高濃度日の頻度の変化

にもはっきりと表れる。図 4 は、“8 時間平均値の日最高値が米国環境保全局（USEPA）の基準

値である 75 ppbv を超過する日”として定義したオゾン高濃度日の年間日数の分布をシナリオ別

に示したものであるが、450 cntr シナリオによって東アジアの全域でオゾン高濃度日が著しく減少

することがわかる。450 cntr シナリオの場合、中国東部中央地域では 2005 年に比べて年間の高濃

度日数は約 63%減少（450 ppm シナリオの場合は約 12%減少）し、日本では約 90%もの減少（同

約 75%減少）が得られるという結果になった。これにより、日本の中央部での平均的なオゾン高

濃度日数は、標準実験（2005 年）の約 40 日から 450 cntr シナリオ（2030 年）では約 4 日に減少

した。 
 
 

 
 
図 5 は領域モデルを用いて計算された地表 PM2.5濃度年平均値の 2005 年標準実験結果との差で

ある。PM2.5の場合は、図 2 の全球モデルの場合と比較して定性的に大きな違いは見られず、全球

モデルの場合と同様に、東アジア各国で濃度の減少が見られ、450 cntr シナリオの方がより多く減

少していることがわかる。図 5 の右図に示すように、450 cntr シナリオでは 450 ppm シナリオに比

べて冬期での PM2.5 濃度減少が多く、成分別にみると NO3、NH4、BC、POA（一次有機粒子）の

減少がより多くなっていることがわかった。また、日本の環境基準（短期）を参考に“日平均濃

度が 35 μg/m3 を超過する日”として定義した PM2.5の高濃度日の年間日数を比べてみると、オゾ

ンの場合と同様に、2005 年標準実験に比べた 450 cntr シナリオ実験による高濃度日の減少は 450 
ppm シナリオ実験より多く、中国東部中央地域では 2005 年に比べて年間の高濃度日日数が 59%
減少（450 ppm シナリオの場合は約 35%減少）という結果であった。ただし、同地域では年平均

した PM2.5濃度が 22.4 μg/m3 となり、これは日本の環境基準（長期）である“年平均 PM2.5濃度が

15 μg/m3 以下”を満たすまでには至っていなかった。 
 

 

［日］

 
図 4．東アジアにおけるオゾン高濃度日の年間日数の分布。左：2005 年標準計算、中：450 ppm シナ

リオ、右：450 cntr シナリオ。 
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図 6 に各将来シナリオについて推計された 2005 年から 2030 年における放射強制力の変化を示

す。全球の気候変化を引き起こす大きさの指標である放射強制力の観点からは、大気を温める効

果をもつオゾンおよび BC の減少による温暖化抑止効果が、450 ppm シナリオに比べて 450 cntr シ
ナリオの方が若干大きいことがわかるが、その差は、大気を冷却する効果をもつ硝酸塩エアロゾ

ルの変化の影響などを加味して全ての大気汚染物質による効果を合計すると 0.1 W/m2を大きく下

回っており、ほとんど差のない結果となった。 
 
 

 
 
 
 
3.3.2 高分解能化した地球システム統合モデルによる全球大気質再現計算 
 今年度は、全球規模の地球システム統合モデルである MIROC-ESM-CHEM を、これまでに比べ

て細かい水平分解能で計算を行うための各種データ整備を行い、全球化学輸送モデルの相互比較

プロジェクトである HTAP2 の実験設定を利用した実験によって全球大気質の現状再現実験を行

い、これまでに使用してきた低分解能モデルとの比較を行った。HTAP2 プロジェクトでは、2008
年および 2010 年相当の各種化学成分放出量として、世界の異なる地域ごとに最新のデータを収集

中国東部中央域で平均した地表PM2.5

 
図 5. 領域モデルで計算した年平均地表 PM2.5の 2005 年との差（左：450 ppm シナリオ、中：450 cntr

シナリオ）と中国東部中央域で平均した地表 PM2.5の年変化（右図、灰：2005 年標準実験、赤：

450 ppm シナリオ実験、青：450 cntr シナリオ実験）。 

図6：2005年から2030年
（昨年度に計算を

行ったCLE、MFR
シナリオおよび、

450 ppm、450 cntr
シナリオ）におけ

る、大気汚染物質別

の放射強制力変化。
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一方、夏期におけるオゾン濃度減少量のシナリオによる違いは、オゾン高濃度日の頻度の変化

にもはっきりと表れる。図 3 は、“8 時間平均値の日最高値が米国環境保全局（USEPA）の基準

値である 75ppbv を超過する日”として定義したオゾン高濃度日の年間日数の分布をシナリオ別に

示したものであるが、450cntr シナリオによって東アジアの全域でオゾン高濃度日が著しく減少す

ることが分かる。450cntr シナリオの場合、中国東部中央地域では 2005 年に比べて年間の高濃度

日数は約 63%減少（450ppm シナリオの場合は約 12%減少）し、日本では約 90%もの減少（同約

75%減少）が得られるという結果になった。 
図 4 は領域モデルを用いて計算された地表 PM2.5濃度年平均値の 2005 年標準実験結果との差で

ある。PM2.5の場合は、図 1 の全球モデルの場合と比較して定性的に大きな違いは見られず、全球

モデルの場合と同様に、東アジア各国で濃度の減少が見られ、450cntr シナリオの方がより多く減

少していることが分かる。図 4 の右図に示すように、450cntr シナリオでは 450ppm シナリオに比

べて冬期での PM2.5 濃度減少が多く、成分別にみると NO3、NH4、BC、POA（一次有機粒子）の

減少がより多くなっていることが分かった。また、日本の環境基準（短期）を参考に“日平均濃

度が 35μg/m3 を超過する日”として定義した PM2.5の高濃度日の年間日数を比べてみると、オゾン

の場合と同様に、2005 年標準実験に比べた 450cntr シナリオ実験による高濃度日の減少は 450ppm
シナリオ実験より多く、中国東部中央地域では 2005 年に比べて年間の高濃度日日数が 59%減少

（450ppm シナリオの場合は約 35%減少）という結果であった。ただし、同地域では年平均した

PM2.5濃度が 22.4μg/m3 となり、これは日本の環境基準（長期）である“年平均 PM2.5 濃度が 15μg/m3

以下”を満たすまでには至っていなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 5： 
2005 年から 2030 年

（昨年度に計算を

行った CLE、MFR
シナリオおよび、

450ppm、450cntr シ

ナリオ）における、

大気汚染物質別の

放射強制力変化。 

中国東部中央域で平均した地表PM2.5

図 4：領域モデルで計算した年平均地表 PM2.5の 2005 年との差（左：450ppm シナリオ、中：450cntr
シナリオ）と中国東部中央域で平均した地表 PM2.5の年変化（右図、灰：2005 年標準実験、赤：

450ppm シナリオ実験、青：450cntr シナリオ実験）。 
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して一つにまとめた排出量データを作成しており（Janssens-Maenhout et al., 2015）、今回はそのう

ち 2010 年相当の排出量データを用いて計算を行った。計算に使用した MIROC-ESM-CHEM では、

対流圏および成層圏の代表的なガス成分（93 種）とエアロゾル成分（6 種）を計算することがで

きる。モデルは、水平方向に高分解能な T106 （水平格子間隔≒1.1º）と低分解能な T42（水平格

子間隔≒2.8º）の二種類の設定を用い、双方とも鉛直方向は高度 40km までを 32 層に分けて計算

を行った。 
 

 
 
 図 7 の中央図は、同じ化学成分放出量のデータを与えてそれぞれの水平分解能で計算された地

表オゾン濃度年平均値の差（高分解能－低分解能）である。多くの領域で高分解能モデルの方が

低分解能モデルに比べて地表オゾンの濃度が高くなる傾向が見られる。この傾向は、南半球の中・

高緯度、グリーンランドなどで顕著に見られており、成層圏起源のオゾントレーサーの解析から

は、こうした差の大半が成層圏起源オゾンの差によって生じていることがわかる。これは、対流

圏と成層圏を結ぶ大規模な大気循環（ブリューワー・ドブソン循環）が、高分解能モデルの方で

より強化される傾向にあり、そのためより多くの成層圏起源オゾンが両半球の中高緯度対流圏に

Jungfraujoch（スイス）

Niwot-Ridge（米国）

綾里（日本）

Alert（カナダ） Summit（グリーンランド）

南極昭和基地

泰山（中国）

Kangwa（韓国）

Imsil（韓国） 隠岐（日本）

年平均地表オゾン濃度の差（T106－T42）

 
図 7. 高分解能（T106）と低分解能（T42）で計算された年平均地表オゾン濃度の差（中央図）と、季

節変化の各地の観測値との比較（周辺図）。比較図中、一部の観測値に付された縦線は当該月の

日平均値の範囲。 
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流入しているためと考えられる。一方、同解析からは、北半球の中緯度においても、成層圏起源

オゾンは高分解能モデルの方が顕著に多くなっているが、一方で同領域では、対流圏起源のオゾ

ンが高分解能モデルの方で少なくなる傾向があり、また、この傾向は特に汚染領域に隣接する海

洋上で顕著になっている。図 7 中央図の日本周辺の海域（日本海、黄海など）では、高分解能モ

デルの方が低分解能モデルよりオゾン濃度が低くなっているが、これは上記したように対流圏起

源オゾンの分解能間の差異によっており、図 7 の周辺図として示した観測データとの季節変化の

比較によれば、日本周辺における地表オゾンの季節進行は高分解能モデル（T106）の方が現実に

近いことがわかる。特に、隠岐や Kangwa の比較で明らかなように、低分解能モデルでは夏期の

地表オゾン濃度が過大評価されており、これが高分解能モデルでは低減されていることがわかる。

こうした日本近海オゾンの夏期における過大評価の改善傾向は、高分解能化したことによる化学

場の変化によって主にもたらされており、高分解能化に伴う物理場（気象場）の変化はマイナー

な要因と考えられる。また、日最高 8 時間平均値を観測値と比較した解析からも、高分解能モデ

ルの方が一般的に観測値をよく再現することが確かめられた。 
 
 

参考文献 
 

IEA (2009) World Energy Outlook 2009, OECD/IES, Paris. 
Janssens-Maenhout, G. et al. (2015) HTAP_v2: a mosaic of regional and global emission gridmaps for 2008 and 

2010 to study hemispheric transport of air pollution, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 15, 12867–12909, 
doi:10.5194/acpd-15-12867-2015. 

 
 
4. まとめ 
 今年度は、全球規模モデルと領域規模大気輸送モデルを用いたマルチスケールモデルにより、

東アジアにおける大気汚染対策を強化した近未来の大気汚染物質排出シナリオ（450 cntr シナリ

オ）を評価した。その結果、450 cntr シナリオは、ベースとなった 450 ppm シナリオに比べて、東

アジアの広い地域で地表オゾン汚染の改善に大きく寄与する一方、地表の PM2.5 に関しても一定

の改善効果をもつことがわかった。ただし、大気汚染の著しい中国東部中央地域を含む東アジア

全域で、たとえば日本の環境基準を満たすような大気質の改善を得るためには、450 cntr シナリオ

よりさらに強化した対策を考える必要があることがわかった。一方、放射強制力の観点からは、

450 ppm シナリオと 450 cntr シナリオの間に大きな相違はなく、オゾンや BC などの加熱性の大気

汚染物質の減少と、PM2.5を含む冷却性の大気中エアロゾルの減少が相殺して、気候変化への影響

は軽微なものになるという評価になった。全球規模の地球システム統合モデル

（MIROC-ESM-CHEM）を用いて、共通の入力データの下で高分解能（T106）と低分解能（T42）
な設定で計算を行った。高分解能モデルでは、南半球中高緯度などの領域で成層圏起源オゾンの

地表オゾンへの寄与が大きくなる傾向のあることなどが確認された。また、高分解能化によって、

日本周辺海域の夏期に顕著であった地表オゾン濃度の過大評価が改善されることがわかった。 
 
 
5. 今後の研究展望 

MIROC-ESM-CHEM の高分解能モデルと低分解能モデルによる再現結果の違いに関して、その

原因の究明をさらに進める。また、HTAP2 プロジェクトの実験設定に即して、特定の領域や排出

部門（排出セクター）ごとに大気汚染物質の排出量を減少させる感度実験を行って、その各領域・

セクターがオゾンや PM2.5の濃度に及ぼす影響を評価する。 
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Abstract: 

We evaluated a near future (2030) emission scenario of air pollutants (450 cntr scenario) which counts 
reinforced air quality control measures in East Asia with a multi-scale atmospheric chemistry modeling 
system consisting of global and regional-scale models. In the 450 cntr scenario more surface ozone and 
PM2.5 could be reduced in large areas of East Asia than in the case of the 450ppm scenario which is the 
base of the 450 cntr scenario. However, we should consider more stringent air quality control policies than 
those considered in the 450 cntr scenario to obtain a more substantial air quality improvement, such that it 
attains ambient air quality standards (AAQS) in Japan, in entire East Asia including the Central East China 
region where significant air pollution has occurred. There was no large difference between the two 
scenarios in terms of their radiative forcing. The reduction of warming pollutants, such as ozone and black 
carbon, and that of cooling pollutants such as nitrate aerosol, almost offset each other in both of the 
scenarios and resulted in quite small climate impacts.  

We also performed simulations assuming the year 2010 conditions by using the global scale earth 
system model (MIROC-ESM-CHEM) with different horizontal resolutions: high resolution (T106) and low 
resolution (T42). The high-resolution model tended to simulate a larger contribution of the 
stratosphere-origin ozone on the surface ozone in the mid- to high-latitudes in the Southern Hemisphere. It 
was also shown that the high-resolution model can decrease the overestimation of the summertime ozone 
concentration in maritime areas adjacent to Japan. 
 
Keywards: 
Air pollution, source-receptor analysis, co-benefit 
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研究課題名： 
MIROC モデルをベースにした化学気候モデルの開発とオゾン層の将来予測 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 秋吉英治 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 菅田誠治 
      国立環境研究所地球環境研究センター  山下陽介・門脇正尚 
      国立極地研究所北極観測センター 中村 哲 
      東京大学大気海洋研究所 高橋正明 
 
要旨： 
北極域は大気の年々変動（気温、北極渦の状態など）が大きいため、成層圏オゾン量の年々変

動が大きく、たとえば 2011 年に起こった北極域の大規模オゾン破壊のように、その前年の 2010
年に比べると、オゾン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）濃度がほとんど変わらないの

に、そのオゾン破壊の状況が大きく異なるといったことが起こる。そのため、ODS や GHG 濃度

をシナリオに沿って経年変化させた通常の過去再現計算や将来予測計算を 1 本行っても、北極域

のオゾン量の ODS 濃度や GHG 濃度の依存性ははっきりしない。このような北極のオゾン量の

ODS 濃度および GHG 濃度依存性をより詳しく調べるため、MIROC3.2 化学気候モデルを用い、

ODS 濃度と GHG 濃度をある年の濃度に固定した 1 年間の計算を 100 アンサンブル行い、また、

他の ODS 濃度と GHG 濃度の組み合わせでも同様な 100 アンサンブル計算を行ってそれらの結果

を解析した。その結果、1960年レベルから 2000年レベルへの ODS濃度の増加によって、45°N–90°N
の領域のオゾン全量の 3月－4月の期間の最低値に関して、100アンサンブル平均値は減少するが、

その 100 アンサンブル中の最大値はあまり変わらず、最低値が低くなることがわかった。これに

よって、北極のオゾン全量のアンサンブル間の変動幅（年々変動幅）が増大する。また、GHG 濃

度が 2000 年レベルから IPCC–RCP6.0 シナリオの 2050 年レベルに増加すると、100 アンサンブル

平均のオゾン全量は増大するものの、その中で極端にオゾン破壊が進みそれが長期間持続するア

ンサンブルが出現することがわかった。 
 
キーワード： 
化学気候モデル、オゾン層、将来予測、温室効果ガス、北極 
 

- 23 -



MIROCモデルをベースにした化学気候モデルの開発とオゾン層の将来予測 

 

- 24 - 
 

研究課題名： 
MIROC モデルをベースにした化学気候モデルの開発とオゾン層の将来予測 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 秋吉英治 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 菅田誠治 
      国立環境研究所地球環境研究センター  山下陽介・門脇正尚 
      国立極地研究所北極観測センター 中村 哲 
      東京大学大気海洋研究所 高橋正明 
 
 
1. 研究目的 
気候変動に関してより信頼性の高いモデルをベースに化学気候モデルの開発を行う。前年度までの課題

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

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

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

値実験結果を解析し、オゾン層変動と気候変動との関係を明らかにする。 
 
キーワード： 
化学気候モデル、オゾン層、将来予測、温室効果ガス、北極 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 399.06 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 850.45 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 327,777.78 hours 

                  計         : 327,777.78 hours 
 

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

層変動の計算を、オゾン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）濃度の複数の組み合わせの

下に行った。ODS 濃度と GHG 濃度一つの組み合わせについて 100 個のアンサンブル実験を行っ

た。また、この新化学気候モデルは、旧化学気候モデル（CCSRNIES Chemistry Climate Model）の

化学モジュールをそのまま引き継いでいるので、その継続性を示すため、CCSR/NIES-MIROC3.2
という名前で SPARC 傘下の国際プロジェクト Chemistry Climate Model Initiative (CCMI) に登録さ

れている。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

北極域は大気の年々変動（気温、北極渦の状態など）が大きいため、オゾン量の年々変動が大

きく、たとえば 2011 年の北極域の大規模オゾン破壊のように、前年の 2010 年に比べると、オゾ

2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
CPU 時間 v_deb（デバック用）: 399.06 hours 

v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 850.45 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 327,777.78 hours 

                  計         : 327,777.78 hours 
 

740.29
328.989.80
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ン層破壊物質（ODS）と温室効果ガス（GHG）濃度がほとんど変わらないのに、そのオゾン破壊

の状況が大きく異なるといったことが起こる。そのため、ODS や GHG 濃度をシナリオに沿って

経年変化させた通常の過去再現計算や将来予測計算を 1 本行っても、北極域のオゾン量の ODS 濃

度や GHG 濃度の依存性ははっきりしない。 
このような年々変動の大きい北極のオゾン量の ODS 濃度および GHG 濃度依存性を詳しく調べ

るため、MIROC3.2 化学気候モデルを用い、ODS 濃度と GHG 濃度をある年の濃度に固定した 1
年間の計算を 100 アンサンブル行い、また、他の ODS 濃度と GHG 濃度の組み合わせでも同様な

100 アンサンブル計算を行ってそれらの結果を解析した。その結果、1960 年レベルから 2000 年レ

ベルへの ODS 濃度の増加によって、45°N–90°N の領域のオゾン全量の 3 月－4 月の期間の最低値

に関して、100 アンサンブル平均値は減少するが、その 100 アンサンブル中の最大値はあまり変

わらず、最低値が低くなることがわかった。これによって、北極のオゾン全量のアンサンブル間

の変動幅（年々変動幅）が増大する。また、GHG 濃度が 2000 年レベルから IPCC–RCP6.0 シナリ

オの 2050 年レベルに増加すると、100 アンサンブル平均のオゾン全量は増大するものの、その中

で極端にオゾン破壊が進みそれが長期間持続するアンサンブルが出現することがわかった。 
 
3.2 背景と目的 

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

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

セスメントによる化学気候モデルを用いた将来予測実験によって示された（WMO 2011、 2014）。
また、2011 年に観測された大規模な北極オゾン層破壊に象徴されるように、大気中のハロゲンガ

ス濃度が依然高いと予想される今後 10～20 年の間はオゾン層が脆弱な時期である。したがって、

IPCC-AR5 の温暖化予測に用いられた大気大循環モデルをベースに、より信頼性の高い化学気候

モデルを構築し、オゾン層の将来予測を行い、オゾン層変動のメカニズムおよびその気候変化と

の関連を解明することが必要である。 
以上のことを踏まえた本研究の目的は、気候変動に関してより信頼性の高いモデルをベースに化学

気候モデルの開発を行うことである。そして、開発を行った新しい化学気候モデルを使って、今後の

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

た、年々変動の大きい北極オゾン層変動のODS濃度およびGHG 濃度依存性を明らかにすることである。

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

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

係を明らかにすることである。 
 
3.3 数値シミュレーション 

CCSR/NIES化学気候モデルを使って、ODS濃度をそのほぼピークであった2000年レベルに固定

し、GHG濃度を2000年、2030年、2050年に固定した110年間の定常計算を行った。そのうち最初の

10年間は、モデルの微量成分分布や気象要素が定常状態に落ち着くまでの遷移期間として解析か

らは除外し、その後の100年について解析を行った。2000年、2030年、2050年のモデルのODS濃度

およびGHG濃度はそれぞれWMO2010 A1シナリオ、IPCC RCP6.0シナリオの地表面濃度データに

基づいており、110年の計算期間中、これらの地表面濃度値をモデルの地表面濃度としてインプッ

トし続けた。これらのシナリオによるモデルの2000年のODS濃度は、上部成層圏（0.5 hPa～1  hPa）
でグローバル平均年平均塩素量(Cly)が3.3 ppbv、臭素量(Bry)が20.8 pptvであり（下部成層圏の50hPa
では、北半球の45N-90N平均・年平均でCly～1.79 ppbv、Bry～16.6 ppbv）また、2000年、2030年、

2050年の二酸化炭素濃度は、369 ppmv、429 ppmv、478 ppmvである。 
さらに、極成層圏雲パラメータを変化させた実験を行った。極成層圏雲の粒径や表面積は、現

状ではデータが少なく不確定性が大きい部分である。たとえば、極成層圏雲の粒径は、重力落下

速度に違影響し、それによって大気の脱窒の程度に影響し、結果として、成層圏のオゾン破壊率

に影響することが予想される。また、極成層圏雲の表面積は、不均一反応の効率に影響し、これ
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も成層圏のオゾン破壊率に影響する。そこで、粒径や表面積を変えた感度実験を、ODS濃度2000
年レベル・GHG濃度2050年レベルに固定した実験について行った。 
 
 

表 1. 化学気候モデルを使った110年間定常実験のODS濃度およびGHG濃度の設定 
 

実験番号 ODS濃度レベル GHG濃度レベル 
① 1960年 2000年 
② 2000年 2000年 
③ 2000年 2030年 
④ 2000年 2050年 

 
 
3.4 結果 
3.4.1 北半球中高緯度のオゾン全量年最低値の ODS 濃度依存性 
 まず、実験①と実験②の比較を行い、ODS 濃度が、大気中へのハロゲン放出の影響がほとんど

なかった 1960 年のレベルから、ハロゲン放出によって成層圏でほぼピークに達した 2000 年レベ

ルへ増加したことによって、北極オゾン全量がどのような影響を受けるのかを調べた。 
 
 

表 2. 化学気候モデルの 45-90°N 領域の 100 アンサンブル平均の ODS 濃度 
 

 0.5－1hPa 50hPa 
1960年 
（実験①） 

Cly: 0.874 ppbv 
Bry: 11.0 pptv 

Cly: 0.534 ppbv 
Bry: 9.44 pptv 

2000年 
（実験②） 

Cly: 3.30 ppbv 
Bry: 20.8 pptv 

Cly: 1.79 ppbv 
Bry: 16.6 pptv 

 
 
表 2 には，実験①と実験②で使用した化学気候モデルによる数値実験の 45-90°N 領域平均，100
アンサンブル平均の ODS 濃度を示す。これらの ODS 濃度によって，45-90°N 領域でオゾン層破

壊が最も進む3月～4月の期間のオゾン全量最低値をアンサンブル毎に並べたものが図1である。 
 
 
 

 

図 1.  実験①（左）と実験②（右）の結果。北半球中高緯度（45-90°N）におけるオゾン全量年
最小値の年々変動。最もオゾン破壊が進む 3 月～4 月について、100 年間について解析を
行った。横軸はアンサンブルを表す。表 3 に示された平均値を横実線、標準偏差（1σ）
を濃い陰影で、2σを薄い陰影で表す。 
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表 3. 図 1 に関する 100 アンサンブルの統計量 
 
 
 
 
 
 
 

この結果から、北半球中高緯度では、ODS 濃度が 1960 年レベルから 2000 年レベルへ上昇する

ことによって、オゾン全量年最小値の標準偏差が 2.4 倍増加していることがわかる。つまり ODS
濃度の上昇が、北半球中高緯度のオゾン全量の最小値の年々変動を増加させている。これは、極

渦が安定で成層圏が比較的低温な年には極成層圏雲（PSC）の発生によって不均一反応が活発に

なりオゾン層破壊が進んでオゾン量の最低値を押し下げる一方、極渦が不安定で成層圏が比較的

高温な年には不均一反応が関わる極端なオゾン層破壊は起こらず、ODS 濃度レベルが 1960 年の

場合に比べて最低値があまり変わらないことに因る。また、これによってオゾン全量最低値のア

ンサンブル全体の平均値も下がっていることがわかる。 
 
3.4.2 北半球中高緯度のオゾン全量年最低値の GHG 濃度依存性 
 次に、実験②、③、④の比較を行い、GHG 濃度が 2000 年のレベルから 2030 年レベル、2050
年レベルへ増加することによって、北極オゾン全量がどのような影響を受けるのかを調べた。こ

の場合、図１と同様なオゾン全量最低値の解析を行っても違いはほとんど見られなかったので、

オゾン全量最低値の代わりに（オゾン全量が 220DU 以下になる面積）×（日数）の積算値を計算

し、比較を行った（図 2）。北半球中高緯度のオゾン全量の GHG 濃度依存性は ODS 濃度依存性

より分かり難いことを示している。 
 

 
 
 

 平均 最大 最小 最大－最小 標準偏差 
実験① 273 300 233 67 12.9 
実験② 229 288 165 123 31.0 

図 2. 化学気候モデルで計算されたオゾン全量が、北緯 45 度～90 度の領域で 220 DU 以下となっ
た面積×日数の 3 月－4 月の期間における積算値。横軸はアンサンブルを表す。 

（左上）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2000 年（実験②）； 
（右上）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2030 年（実験③）； 
（左下）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2050 年（実験④） 
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図 2 で示されたとおり、ODS 濃度が 2000 年の状態（高濃度の塩素・臭素濃度）のまま、GHG 濃

度が上昇していくと、220 DU 以下のオゾン全量となった面積の積算値は徐々に少なくなっていく

が、大きなオゾン破壊の起こる年は依然として存在することがわかる。 
このことは図3の頻度解析の結果からもわかる。すなわち、ODS濃度2000年の状況において温室

効果ガス濃度が増加すると、3月－4月の期間においてオゾン全量が220 DU以下となったアンサン

ブル数は減少していくが（GHG濃度2000年レベルの場合100年中35アンサンブル、GHG濃度2030
年レベルの場合100年中30アンサンブル、GHG濃度2050年レベルの場合100年中25アンサンブル）、

その強度（オゾン全量の220DU以下の面積×日数の3月～4月の期間における積算値）の頻度分布

も変化することがわかる。GHG濃度が高くなるにつれて、弱い強度を示すアンサンブルが減って

いく一方で、強い強度を示すアンサンブルは依然として存在する。この実験の場合、GHG濃度2030
年レベル、2050年レベルに増加するにつれて、出現頻度は１であるが、オゾン破壊の強度が増加

していることがわかる。 
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図 3. 化学気候モデルで計算されたオゾン全量が、北緯 45 度～90 度の領域で 220 DU 以下となった面積の
3 月－4 月の期間における積算値の頻度分布。 

（上）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2000 年（実験②）； 
（中）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2030 年（実験③）； 
（下）ODS 濃度 2000 年、GHG 濃度 2050 年（実験④）。 
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3.4.3 極端にオゾン破壊が進んだ年の状況 

 次に、ODS濃度2000年固定－GHG濃度2050年固定実験（実験④）の、極端にオゾン破壊が起こ

った年について、その状況を見る（図2左下パネルにおいて、アンサンブル番号16で表される年）。

この年の1月初旬の時点ですでにスカンジナビア半島上空にオゾン全量が220 DU以下の領域がで

き、その後の1月、2月は少しだけ北極域の最低オゾン全量が上昇したが、オゾン濃度が低い領域

が北極渦内に安定して存在し続けた。3月になるとオゾン全量の最低値が急減して220 DU以下の

領域が継続して存在した。3月31日～4月3日には、150 DU以下となる領域が北極上空に出現し、

この年の北極域の最も低いオゾン量となった（図4）。220 DU以下の領域は5月26日まで存在し、

その結果、図2に示されるようにこの年が極端なオゾン破壊が起こった年となった。オゾン全量の

少ない領域は、主に北極上空、グリーンランド上空、スカンジナビア半島上空に位置していたた

め、この期間中の日本への低オゾン濃度の影響はなかった。 
その後北極を中心に発達してきたオゾンの少ない空気塊が、6月4日から10日にかけてアリュー

シャン列島から日本のすぐ東の太平洋域に流れ出し、その影響で北海道～東日本にかけてもオゾ

ン全量が低下したが、このとき日本上空でオゾン全量がいちばん低かった6月8日～9日でもその値

は270～280 DUくらいであり、北極域のようにオゾン濃度が極端に低下したわけではなかった。

同程度のオゾン全量低下は6月17日にも起こっているが、これは北極のオゾン破壊によるものでは

なく、むしろ中緯度の気象条件によって起こったものと考えられる。 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

図 4. 実験④で最大のオゾン破壊が起こった年のオゾン全量分布。上が経度０度、下が経度
180 度で、北極を中心とした北緯 30 度までの分布。白実線は北極渦の境界を表す。（左）
北極域で最大のオゾン破壊が起こった日（4 月 2 日）（右）北極域オゾン破壊の日本へ
の影響が大きいと思われる日（6 月 8 日）. 

 
 

 

図 4. 実験④で最大のオゾン破壊が起こった年のオゾン全量分布。上が経度０度、下が経度
180 度で、北極を中心とした北緯 30 度までの分布。白実線は北極渦の境界を表す。（左）
北極域で最大のオゾン破壊が起こった日（4 月 2 日）（右）北極域オゾン破壊の日本へ
の影響が大きいと思われる日（6 月 8 日）. 
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また、この年の気象場は、他の年に比較するとかなり特異なものとなっている。特に4月、5月
のジェット気流の強さが異なっており、4月、5月になっても成層圏（およそ100 hPa以上）にジェ

ット気流が存在した。これは、4月、5月になっても安定した北極渦が存在していたことを示して

いる。この年の北半球中高緯度の3月～4月のオゾン破壊の状況は、現在の南極オゾンホールほど

ではないが、それに近いオゾン破壊と気象場となっていたことがわかる。ただし、日本への影響

は5月の北極渦崩壊時に270～280 DUまでオゾン全量が低下した程度であった。 
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4. まとめ 

年々変動の激しい北半球中高緯度の成層圏オゾン全量の ODS 濃度および GHG 濃度依存性を調

べるため、ODS 濃度を 1960 年レベルおよび 2000 年レベル、GHG 濃度を 2000 年、2030 年、2050
年レベルに固定し、複数の ODS 濃度と GHG 濃度の組み合わせによる 100 アンサンブル実験を行

った。その結果、ODS 濃度が増加することにより、北半球中高緯度の 3 月～4 月のオゾン全量の

年々変動が大幅に増加することがわかった。これは近年、2011 年に北極で大規模なオゾン破壊が

起こったがその前年の 2010 年のオゾン全量は気候値並であり、1 年間で大きな変動を示したこと

と対応している。また、ODS 濃度を 2000 年レベルの高い値に設定し、GHG 濃度を RCP6.0 シナ

リオの 2000 年、2030 年、2050 年レベルに上げていくと、3 月～4 月の期間においてオゾン全量が

220 DU 以下となったアンサンブル数は減少していくが、オゾン破壊の強度（オゾン全量の 220DU
以下の面積×日数の 3 月～4 月の期間における積算値）の大きいアンサンブルは依然として存在す

ることがわかった。この実験の場合、アンサンブル数は１にすぎないが、GHG 濃度が増加するに

つれてその強度が増加していく結果が得られた。 
 
 
5. 今後の研究展望 

北半球中高緯度の成層圏オゾン全量は、オゾン輸送の影響を大きく受けるので、大気の内部変

動等による年々変動が大きい。この課題で行った 100 アンサンブル実験によってその GHG 濃度依

存性について、統計的に信頼性のある結論を出せたわけではないが、今後アンサンブル数をさら

に増加させていけばもう少し統計的に有意な結果を出せるのではないかと考えている。さらに、

このような結果に至った力学的・化学的メカニズムを明らかにすることによって、より信頼性の

ある結論を導き出すことができると考えている。このような手法によって、地球温暖化を考慮し

たオゾン層保護対策に対する貢献を行う。また今後、気候問題や温暖化問題とリンクした研究を

展開するために、大気海洋結合の MIROC5-GCM をベースにした化学気候モデルの開発を行う。 
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Ozone amount in the Arctic shows the large year-to-year variation, reflecting the year-to-year 
variation in the Arctic atmosphere such as variations in temperature and Arctic polar vortex. These 
variations partly reflect internal variation of the global atmosphere and make it difficult to detect the 
dependence of ozone amount on ozone depleting substances (ODS) concentration and greenhouse gases 
(GHG) concentration. In order to clarify the dependence of Arctic ozone amount on ODS and GHG 
concentrations, we performed several 100-ensemble simulations with a fixed ODS and GHG concentration 
using the MIROC3.2 Chemistry-Climate Model (CCM). The results show that the ODS increase from the 
year 1960 level to the year 2000 level lowered ensemble mean value of the minimum total ozone in the 
region 45°N-90°N for the period March-April, and that the variance of the minimum total ozone values for 
the 100 ensemble was enlarged because of the appearance of ensembles with very low total ozone. The 
GHG increase from the year 2000 level to the year 2050 level of IPCC-RCP6.0 scenario raised ensemble 
mean value of the minimum total ozone, but a few ensembles showed very low total ozone with a long 
duration, which did not appear in the year 2000 level simulation. 
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研究課題名： 
高度な陸域要素モデルの開発とそれを用いた全球スケールの気候変動研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 花崎直太・横畠徳太・仁科一哉 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人・竹内大輝 
      茨城大学農学部 増冨祐司 
      エネルギー工学総合研究所 加藤悦史 
 
要旨：  
本課題の目的は、将来の気候変動に伴って陸域に発生する各種リスクや対策ポテンシャルを評

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

ョンを実施し、温暖化の緩和と適応に焦点を当てた解析を行うことである。環境省推進費S10課題

の一環として農業・水資源・生態系など各セクターのモデルを高度化し、最終的には統合的な陸

域モデルを構築するための研究を実施している。 
 本年度は、全球気候モデル（MIROC）に地下水くみ上げ等の人間活動を考慮した陸域モジュー

ル（MAT-HI）を結合し、世界の複数流域において貯水量の妥当性を検証した。カップリングモデ

ルとオフラインモデルによる予備実験結果を比較したほか、GRACE衛星による観測データとの比

較を行い、良好な結果を得た。 
 
キーワード： 
陸域モデル、気候変動、リスク管理 
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研究課題名： 
高度な陸域要素モデルの開発とそれを用いた全球スケールの気候変動研究 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 伊藤昭彦 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 花崎直太・横畠徳太・仁科一哉 
      北海道大学大学院工学研究院 山田朋人・竹内大輝 
      茨城大学農学部 増冨祐司 
      エネルギー工学総合研究所 加藤悦史 
 
 
1. 研究目的 
本課題の目的は、将来の気候変動に伴って陸域の複数セクターに発生する各種リスクや対策ポ

テンシャルを評価するためのモデルを開発し、スーパーコンピュータを用いて全球スケールの数

値シミュレーションを実施し、温暖化の緩和と適応に焦点を当てた解析を行うことである。環境

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

的には統合的な陸域モデルを構築するための研究を実施している。 
 
キーワード： 
陸域モデル、気候変動、リスク管理 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 2,007.81 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

                  計         : 2,007.81 hours 

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

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

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

カラ機での実行含む）動作確認を行った。各モデルにおける入出力変数を確認し、相互結合に向

けた技術的検討を行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 
 高度な陸域要素モデル開発の一環として、全球気候モデル（MIROC）に人間活動を考慮した陸

域モジュール（MAT-HI）を結合し、世界の複数流域において貯水量の妥当性を検証した。カップ

リングモデルとオフラインモデルによる予備実験結果を比較したほか、GRACE衛星による観測デ

 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 2,007.81 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

                  計         : 2,007.81 hours 
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ータとの比較を行い、良好な結果を得た。 
 

3.2 背景と目的 
 大気は海洋、陸域と水・熱のやり取りを時々刻々行っている。大気海洋相互作用に関してはこ

れまで多くの議論がなされてきている。一方、大気陸面相互作用に関しては複数の全球気候モデ

ルによる数値実験結果として、半乾燥地域である北アメリカのグレートプレーンズ、インド、中

国東部、アフリカ・サヘルにおいて夏季の土壌水分は降水量に影響を及ぼすことが指摘されてい

る（Koster et al. 2004）。Ferguson et al.（2012）は再解析データ及び衛星観測情報を用いた分析を

行ったところ、Koster et al.（2004）と同様の地域において夏季土壌水分量の平年偏差は降水量に

影響を与えることを示唆した。また、現実的な土壌水分量の地域分布は西サヘル地域におけるモ

ンスーンの再現性を向上させるとの結果も指摘されている（Yamada et al. 2013）。 
一方、われわれ人類が生活する陸域に存在する水は灌漑農業や地下水の汲み上げ、河川水の商

工業利用、ダムによる河川流量の調節といった人間活動に大きな影響を受けている。これに対し

てHanasaki et al.（2008a,b）はこれら人間活動の影響を全球スケールの陸面過程モデルに導入した。

またHanasaki et al.（2008a,b）による人間活動の影響を陸面過程モデルのひとつであるMATSIRO 
（Minimal Advanced Treatment of the Surface interaction and Runoff, Takata et al. 2003）に反映させた

Pokhrel et al.（2012a）では、地下水利用が海面水位上昇に寄与することを定量的に説明した（Pokhrel 
et al. 2012b)。 本研究の目的は全球気候モデル（MIROC; Model for Interdisciplinary Research on 
Climate）にPokhrel et al.（2012a）の陸面過程モデルを組み込み、世界の複数流域においてその妥

当性を検証することである。 

 
3.3 数値シミュレーション 
 本研究において使用した全球気候モデルのMIROC AGCMは、東京大学大気海洋研究所、国立環

境研究所、海洋開発研究機構によって共同開発されたものである（Hasumi and Emori 2004）。陸

面過程モデルに関しては、Pokhrel et al.（2012a）を用い、大気過程との水・熱相互作用を可能と

させる。Pokhrel et al.（2012a）は、河道網モジュール（Oki and Sud 1998）、Hanasaki et al.（2008a,b）
による灌漑用水モジュール、環境用水モジュール、ダム貯留モジュールを組み合わせたもの

（MAT-HI）を考慮している。この人間活動モジュールに加え、深層地下水の汲み上げ効果として

は、Koirala et al.（2014）が作成した不圧帯水層モデルを組み込んだもの（MAT-HIGW）を使用す

る。この不圧帯水層モデ

ルにおける土壌は13層
（上から3層が5cm、20cm、

75cm、次の9層が1m、最

下層は30m）であるが、本

研究では最下層を90mと

し、13層で計100mの土壌

層 を 表 現 し た モ デ ル

（Pokhrel et al. submitted）
を採用する。図-1に示す

上記の人間活動の影響を

考慮した全球気候モデル

（以降、カップリングモ

デル）と、観測データを

陸面過程モデルに与える

いわゆるオフラインモデ

ルによる数値実験を行い、

双方の結果を比較する。  

 

 

 

 
図 1．人間活動の影響を考慮した全球気候モデルの概念図。 
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3.4 結果 
現在は予備実験として MAT-HI を用い、カップリングモデルとオフラインモデルによる流域水

循環の再現性を比較しているところである。人間活動モジュールを含むカップリングモデル及び

オフラインモデルによる計算で得られた陸域貯水量（TWS）の平均値からの偏差（TWSA）、さ

らには重力回復気候実験衛星（GRACE）による測定値を図-2、図-3 に示す。TWS は土壌水分、雪、

自然の湖や人工貯水池に貯えられた水の総和である。双方のモデル計算で得られた土壌水分の季

節変化はアマゾン川、長江、インダス川、ザンベジ川流域において概ね一致しているが、その傾

向が明瞭ではないミシシッピ川のような流域も存在することがわかる。モデル高度化を更に進め

る必要があるが、今後はそのために人間活動による水の需給効果を含む全球気候モデルの妥当

性に関して複数の河川において流量及び TWSA 等の検討を行う。特に，表層水に加え地下水

の汲み上げに依存した灌漑農業が行われている米国ミシシッピ川流域において中心的に議論

を行う予定である。 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

図 2．MAT-HIによるオフラインモデル結果から算出した陸域貯水量（TWS）の平均値からの偏差

（TWSA）と重力回復気候実験衛星（GRACE）による測定値。TWSは土壌水分（SM）、雪（SN）、

 自然の湖や人工貯水池に貯えられた水及び河川水の総和である。オフラインモデルは2002～
2007年、GRACEは2003～2010年のデータからそれぞれTWSAを算出した。 
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4. まとめ 
 大気陸面相互作用が気候システムに及ぼす影響を調べるため、全球気候モデル（MIROC）に人

間活動を考慮した陸域モジュール（MAT-HI）を結合したモデルを開発した。世界の代表的流域に

おいて貯水量など水収支シミュレーションの妥当性を検証した。カップリングモデルとオフライ

ンモデルによる予備実験結果を比較したほか、GRACE衛星による観測データとの比較を行い、良

好な結果を得た。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 MIROC-HI モデルに関しては、人間活動による水の需給効果を含む全球気候モデルの妥当

性に関して複数の河川において流量及び TWSA 等の検討を行う。特に、表層水に加え地下水

の汲み上げに依存した灌漑農業が行われている米国ミシシッピ川流域において中心的に議論

を行う予定である。また、各種陸域要素モデルの高度化を進めるとともに、相互の結合を促

進することで統合モデルの開発を進展させる。 
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研究課題名： 
GOSAT データ処理運用システムにおける確定再処理用参照データの作成 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 網代正孝 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 横田達也・河添史絵・川崎裕之・幸 昭・中

村東奈・志々目晃子 
 
要旨： 
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は、平成 21（2009）年 1 月 23 日に打ち上げ

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

を定常的に実施し、二酸化炭素やメタンのカラム濃度などの高次プロダクトを作成し、それらプ

ロダクトを一般ユーザへ公開している。今後プロジェクトの最終段階において、高次プロダクト

の確定再処理を計画している。その確定再処理では、FTS SWIR L2 データ処理の参照データとし

て用いているエアロゾル輸送モデル SPRINTARS の代わりに、全球規模で提供されるエアロゾル

データを同化する Assimilation 版 SPRINTARS を利用する予定である。そのため、本申請課題で

Assimilation SPRINTARS の処理を実施し、その結果を FTS SWIR L2 処理での参照データとした研

究処理結果と従来の SPRINTARS での処理結果との比較を行い、その影響を調査した。 
 

キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン 
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研究課題名： 
GOSAT データ処理運用システムにおける確定再処理用参照データの作成 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 網代正孝 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 横田達也・河添史絵・川崎裕之・幸 昭・中

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

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

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

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

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

プロジェクトの最終段階においては、FTS の高次プロダクトについて、2009 年 6 月～2014 年 5 月

までの約 5 年間の観測期間に対する確定手法による統一再処理（確定再処理）を計画している。

本課題は確定再処理のための参照データ作成を行い、作成した参照データによる FTS SWIR L2 デ

ータへの影響を評価することを目的とする。 
 
キーワード： 
GOSAT、温室効果ガス、二酸化炭素、メタン 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 787.26 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 1,441.31 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計         : 2,228.56 hours 
 
2.2  利用概要 

NIESスーパーコンピュータで昨年度構築したエアロゾル輸送モデルAssimilation SPRINTARSの
処理環境を利用し、Assimilation SPRINTARSからの出力結果を1年分作成した。なお、Assimilation 
SPRINTARSは東京大学大気海洋研究所 Nick Schutgens氏から提供された。 

また、大気輸送モデルNIES05の改訂および同化する気体濃度テーブルの改訂を実施し、7年半

分のモデル処理をNIESスーパーコンピュータで実施した。 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

NIES スーパーコンピュータで Assimilation SPRINTARS を実行し、FTS SWIR L2 データ処理用

の 1 年分の参照データを作成した。その結果（1 ヶ月×4 季節）を参照データとして FTS SWIR L2 
データ処理を GOSAT DHF で研究処理として実施し、FTS SWIR L2 プロダクトに対する影響調査

を実施した。 
また、大気輸送モデル NIES05 についても NIES スーパーコンピュータで 7 年半分のモデル処理

を実施した。そのうち1年分（1ヶ月×4季節）の処理結果をFTS SWIR L2先験情報としたFTS SWIR 
L2 データ処理を研究処理として実施し、FTS SWIR L2 プロダクトに対する影響調査を実施した。 
 
3.2 背景と目的 
高次プロダクトの 1 つである FTS SWIR L2 プロダクトの処理では、エアロゾルの参照データと

してエアロゾル輸送モデル SPRINTARS による処理結果と、CO2、CH4の先験情報としての大気輸

送モデル NIES05 による処理結果を利用している。 
確定再処理では、GOSAT の観測データ取得期間（2009 年 6 月～2014 年 5 月）に対応したエア

ロゾル観測データを入手し、そのデータ同化処理によりエアロゾル参照データの精度向上を図る。

その結果として、FTS SWIR L2 プロダクトの精度向上が期待される。 
また、大気輸送モデル NIES05 は、CO2、CH4 の各観測データに近づくよう、精度向上を図る。

CO2 については GOSAT の観測データ取得期間（2009 年 6 月～2014 年 5 月）に対応した地上観測

データを元に同化用の気体濃度テーブルを改訂し、同化処理を行い、年々の CO2増加を再現する。

CH4 についてはモデルに入力する地上からの CH4 排出量（フラックス）を調整することで GOSAT
の観測データ取得期間の年々の CH4増加を再現する。 

以上のエアロゾルの参照データ、CO2、CH4の先験情報の更新により、FTS SWIR L2 プロダク

トの精度向上を図る。精度が向上した FTS SWIR L2 プロダクトを用いることで、炭素収支の推定

結果である L4 プロダクトの精度向上も期待される。 
 

カ

カ
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3.3 結果 
3.3.1 Assimilation SPRINTARS 処理 
  同化に用いるエアロゾルデータとしては、「MODIS NRL（米国 Naval Research Laboratory が

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

を対象とし、2009 年 6 月～2010 年 5 月の 1 年間の観測データについて同化処理を実施した。なお

MODIS NRL の AOT0550（550 nm）観測データを利用した（AOT とは「エアロゾル光学的厚さ」

のことである）。 
 
1) 同化結果と MODIS NRL との比較 
「エアロゾル同化なし（SPRINTARS）」「MODIS NRL を用いて同化した結果」を「Aeronet

（エアロゾルの地上観測ネットワーク）」と比較した結果を図 1 に示す。比較に用いた波長は 675 
nm である。「(a)エアロゾル同化なし（SPRINTARS）」は、Aeronet 観測値に対しばらつきが非常

に大きかったが、「(b) MODIS NRL」ではばらつきが大幅に低減した。 
 
 
 

 
(a) エアロゾル同化なし（SPRINTARS） (b) MODIS NRL（Assimilation SPRINTARS） 

 
  

図 1. Aeronet（横軸）と SPRINTARS および Assimilation SPRINTARS の結果（縦軸）の AOT の比較。

対象期間は 2009 年 10 月の 1 ヶ月。(a)エアロゾル同化なし 1 カ月分の結果の Aeronet との比較。

観測数：4716、相関係数：-0.047、近似直線：y = 0.555x。(b)MODIS NRL を同化した 1 カ月分の

結果の Aeronet との比較。観測数：4716、相関係数：0.2487、近似直線：y = 0.5913x。 
 
 

カ
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3.3.2 Assimilation SPRINTARS を用いた FTS SWIR L2 処理結果 
MODIS NRL を同化した Assimilation SPRINTARS の結果を用い、GOSAT DHF で FTS SWIR L2

データの研究処理を実施した。対象観測期間は、2009 年 7 月、10 月、2010 年 1 月、4 月の 1 ヶ月

間×4 季節である。 
 
1) FTS SWIR L2 処理結果の比較 
参照データとして Assimilation SPRINTARS の結果を用いた FTS SWIR L2 研究処理結果と、

SPRINTARS（エアロゾル同化なし）を用いた FTS SWIR L2 処理結果の二酸化炭素のカラム平均

濃度（XCO2）の結果を比較した。各月の FTS SWIR L2 処理結果の差分を図 2 に示す。 
 
 

(a) 2009 年 7 月 (b) 2009 年 10 月 
  

(c) 2010 年 1 月 (d) 2010 年 4 月 
 
 
 

 

図 2 . FTS SWIR L2 処理結果の比較結果。Assimilation SPRINTARS の結果を用いた XCO2の結果から

SPRINTARS を用いた XCO2 の結果を引いた値の全球分布図。各結果は一般ユーザ相当にスクリ

ーニング済みである。(a)2009 年 7 月、観測数：8582。(b)2009 年 10 月、観測数：8190。(c)2010
年 1 月、観測数：7282。(a)2010 年 4 月、観測数：4500。 
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2) 2009 年 10 月の FTS 観測点におけるエアロゾル参照データの地域別比較 
図 2 より、4 季節の比較で最も差が大きいのは 2009 年 10 月であった（XCO2 で約 2 ppm、XCH4

で約 10 ppb）。両者の違いはエアロゾル参照データの違いのみであるため、特に差が大きかった

地域でAssimilation SPRINTARS処理結果が観測に近づいていることでFTS SWIR L2処理結果が変

化したことを確認する必要がある。今回図 2(b)に四角で示す 4 地域（アラビア半島、オーストラ

リア、サハラ砂漠、アフリカ南部）に絞って図 1 と同様の比較を行った。アラビア半島の結果を

図 3 に示す。SPRINTARS では多くの AOT が 0.1 以下であったが、Assimilation SPRINTARS では

低バイアスが大幅に改善していた。他 3 地域でも低バイアスやばらつきが大幅に改善した。 
 
 

 
(a) エアロゾル同化なし（SPRINTARS） (b) MODIS NRL（Assimilation SPRINTARS） 

 
図 3. Aeronet（横軸）と SPRINTARS および Assimilation SPRINTARS の結果（縦軸）の AOT の比較。

対象期間は 2009 年 10 月の 1 ヶ月で、対象地域は図 3(b)の黒四角で囲ったアラビア半島の領域。

(a)エアロゾル同化なし 1 カ月分の結果の Aeronet との比較。観測数：274、相関係数：-0.731、近

似直線：y = 0.183x。(b)MODIS NRL を同化した 1 カ月分の結果の Aeronet との比較。観測数：274、
相関係数：-0.321、近似直線：y = 0.5008x。 

 
 
 

3) Assimilation SPRINTARS を用いた FTS SWIR L2 処理結果まとめ 
参照データとして Assimilation SPRINTARS を用いた FTS SWIR L2 処理結果は SPRITNARS を用

いた結果に比べ最大で XCO2 で約 2 ppm（図 2）、XCH4 で約 10 ppb 変化した。2009 年 10 月の XCO2

濃度が大幅に増加した地域について Assimilation SPRINTARS 出力結果のエアロゾル光学的厚さ

AOT を確認したところ、SPRINTARS に比べ精度が向上していた（図 3）。以上より、この地域

については参照データのエアロゾルの分布が改善したことで FTS SWIR L2 処理結果の XCO2 濃度

が大きくなったと考えられる。XCO2 濃度の精度の評価については今後、地上観測値との比較を予

定している。 
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3.3.3 大気輸送モデル NIES05 処理 
  観測データとして用いる CO2、CH4 データとしては、NOAA のフラスコデータを対象とし、2006
年 4 月～2013 年 12 月の 7 年半のデータを用いた。CO2 については改訂後の気体濃度テーブルを同

化し、CH4 については地表面フラックスを増加させることで、GOSAT DHF での運用処理結果に

比べ、観測データに近づくことを確認した。 
 

1) NIES05 処理結果と観測データとの比較 
ハワイのマウナロア付近の NIES05 での処理結果を図 4 に示す。CO2について、GOSAT DHF で

の運用処理結果（紫線）は、観測（黄緑線）に比べ 2010 年以降徐々に低下する傾向を示していた

が、改訂後の処理結果（水色線）では観測と概ね一致している。一方 CH4 の改訂後の処理結果は

2010 年まで観測との大きな差違は無かったが、2010 年以降は観測および運用処理結果に比べ低い

傾向を示した。3.2.2 節の処理期間と同じ 2010 年までについては一致しており、次節でこの結果

を用いた FTS SWIR L2 試験処理を行った。2010 年以降の不一致の原因は、今後追究することとし

た。 
 
 

 
(a) CO2 (b) CH4 

  
図 4. 2006 年から 2015 年のマウナロアにおける(a)CO2、(b)CH4濃度の変動。MLO の観測データ（緑

線）、改訂後の気体濃度テーブル（CO2のみ、赤線）、NIES05 運用処理結果（紫線）、改訂後の

NIES05 処理結果（青線）。図 5、6 で示される期間を黒四角で示す。 
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3.3.4 改訂後の NIES05 処理結果を用いた FTS SWIR L2 処理結果 
改訂後の NIES05 処理結果を用い、GOSAT DHF で FTS SWIR L2 データの試験的処理を実施し

た。対象観測期間は、3.3.2 節と同様、2009 年 7 月、10 月、2010 年 1 月、4 月の 1 ヶ月間×4 季節

である。 
 
1) FTS SWIR L2 処理結果の比較(XCO2) 
FTS SWIR L2 の先験情報として、改訂前 NIES05 と改訂後 NIES05 の結果を用いて FTS SWIR L2

処理を実施し、二酸化炭素のカラム平均濃度（XCO2）の結果を比較した。各月の FTS SWIR L2
処理結果の差分を図 5 に示す。全季節全域で若干 XCO2が減少したが、最大 1 ppm 程度であった。 
 
 

(a) 2009 年 7 月 (b) 2009 年 10 月 
  

(c) 2010 年 1 月 (d) 2010 年 4 月 
 
 
 

 

図5 . FTS SWIR L2処理結果の比較結果。改訂後のNIES05処理結果を用いたXCO2の結果からGOSAT 
DHF での運用処理結果を用いた XCO2の結果を引いた値の全球分布図。各結果は一般ユーザ相当

にスクリーニング済みである。(a)2009 年 7 月、観測数：8799。(b)2009 年 10 月、観測数：8455。
(c)2010 年 1 月、観測数：7465。(a)2010 年 4 月、観測数：4685。 
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2) FTS SWIR L2 処理結果の比較(XCH4) 
FTS SWIR L2 の先験情報として、改訂前 NIES05 と改訂後 NIES05 の結果を用いて FTS SWIR L2

処理を実施し、メタンのカラム平均濃度（XCH4）の結果を比較した。各月の FTS SWIR L2 処理

結果の差分を図 6 に示す。全季節全域で XCH4が大幅に増加しており、最大 10 ppb 程度であった。

また、北半球高緯度ほど、増加幅が大きかった。 
 
 

(a) 2009 年 7 月 (b) 2009 年 10 月 
  

(c) 2010 年 1 月 (d) 2010 年 4 月 
  

 
図6 . FTS SWIR L2処理結果の比較結果。改訂後のNIES05処理結果を用いたXCH4の結果からGOSAT 

DHF での運用処理結果を用いた XCH4の結果を引いた値の全球分布図。各結果は一般ユーザ相当

にスクリーニング済みである。(a)2009 年 7 月、観測数：8811。(b)2009 年 10 月、観測数：8457。
(c)2010 年 1 月、観測数：7473。(a)2010 年 4 月、観測数：4686。 

 
 
 

3) 改訂後の NIES05 処理結果を用いた FTS SWIR L2 処理結果まとめ 
FTS SWIR L2 処理の先験情報として改訂後 NIES05 の処理結果を用いた FTS SWIR L2 処理結果

は、GOSAT DHF での運用処理結果を用いた結果に比べ最大で XCO2で約 1 ppm 減少し、XCH4で

10 ppb 程度増加した（図 5、図 6）。NIES05 の改訂結果は XCO2の処理結果にほぼ影響を及ぼさ

ないと言える。一方で XCH4 については全球、全季節で大幅に増加しており、今後データの検証

および原因の追及が必要である。 
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4. まとめ 
本年度申請課題において、NIES スーパーコンピュータで Assimilation SPRINTARS の 1 年分の

処理を行い、その結果を地上観測データと比較した。さらに、Assimilation SPRINTARS 処理結果

を参照する FTS SWIR L2 確定処理の 1 ヶ月間×4 季節の研究処理を GOSAT DHF で実施して結果

の比較を行った Assimilation SPRINTARS を用いた FTS SWIR L2 処理結果は SPRITNARS を用いた

結果に比べ最大で XCO2で約 2 ppm、XCH4で約 10 ppb 変化した。 
また、NIES スーパーコンピュータで大気輸送モデル NIES05 の 7 年半分の処理を行い、その結

果を地上観測データと比較した。さらに、改訂後の NIES05 処理結果を先験値とする FTS SWIR L2
確定処理の1ヶ月間×4季節の研究処理をGOSAT DHFで実施して結果の比較を行った。FTS SWIR 
L2 処理の先験情報として、改訂後の NIES05 処理結果を用いた FTS SWIR L2 処理結果は GOSAT 
DHF での運用処理結果を用いた結果に比べ最大で XCO2で約 1 ppm 減少し、XCH4 で約 10 ppb 以

上増加した。 
 
 
5. 今後の研究展望 
 NIES スーパーコンピュータ上の Assimilation SPRINTARS の処理環境を用いて、確定再処理対

象の GOSAT の観測データ取得期間（2009 年 6 月～2014 年 5 月）の参照データを作成する。また

大気輸送モデルについても同様の期間の FTS SWIR L2 先験情報データを作成する。 
 また、Assimilation SPRINTARS の FTS SWIR L2 処理への影響調査については GOSAT の観測デ

ータの確認等、さらなる調査を行う。NIES05 については CH4 の改善および、NIES05 処理結果が

FTS SWIR L2 XCH4 の分布に与えた影響の調査を継続する。 
 
 
6. 研究成果発表 
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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) conducts 
higher-level data processing and develops CO2 and CH4 column-averaged volume mixing ratios. These 
products have been distributed to general users. In the final stage of the project, we plan to reprocess some 
of the higher-level products throughout the GOSAT observation period. Among them, there is a plan to 
apply the Assimilation SRINTARS with global aerosol data instead of the SPRINTARS which has been 
applied as reference data for the FTS SWIR L2 data processing. This year, we performed the Assimilation 
SPRINTARS on the NIES Supercomputer system. We investigated the difference between the FTS SWIR 
L2 processing results with the results of STRINTARS and those of Assimilation SPRINTARS using 
monthly data of four seasons, and we made some comparison of the results of Assimilation SPRINTARS 
and SPRINTARS with the results of GOSAT FTS L2 data products. 
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Abstract: 

We introduce a novel approach for assessing emissions from a large number of GOSAT XCO2 
observations of relatively small enhancements around large point sources. These enhancements (in the 
range of 0.1 to 1 parts per million (ppm)) were regressed against transport-model-simulated enhancements 
(using fossil fuel emission inventory at resolution of the satellite observation footprint) over different 
regions across the globe, in order to relate emissions to observations. Mean simulated and observed 
enhancements showed a near-linear relationship in the global (observed enhancements higher by a factor of 
1.16±0.12) and Northern Hemisphere cases. However, the simulated XCO2 enhancements were 
underestimated in East Asia (1.7±0.27) and overestimated in North America (0.79±0.16). This inference 
was supported by a comparison of fossil fuel emission inventories for the respective regions. Our results 
demonstrate the potential of this approach for application in monitoring localized emission sources of 
several trace gases. 
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1. Research objectives 

a) To analyze large volumes of GOSAT data to characterize fossil fuel emissions from large point 
sources, 

b) To develop a high-resolution transport modeling algorithm for improving GOSAT data analysis, 
increasing the resolution of the tracer transport model needed for the analysis of intense emissions from 
localized sources. 
 
 
2. Record of supercomputer use 
 
2.1 Devoted computing time 

CPU hours    v_deb (Debug)      : 0.00 hours 
v_cpu (1CPU)       : 0.00 hours 
v_8cpu (8CPU)     : 0.00 hours 
v_16cpu (16CPU) : 0.00 hours 
Total                     : 0.00 hours 

 
2.2 Details on the application of the supercomputer 

a) We utilized the NIES scalar supercomputer for simulating the XCO2 abundance due to emissions from 
fossil fuel burning, using a transport model. 

b) Non-hydrostatic ICosahedral Atmospheric Model (NICAM) [Satoh et al., 2014] simulations were 
carried out for preparing meteorological fields at high resolution for a high-resolution transport model. 

c) The majority of the CPU time was spent for atmospheric tracer simulations for large volumes of 
GOSAT data followed by NICAM simulations. 
 
 
 
 
 

2.1 Devoted computing time 
CPU hours    v_deb (Debug)       : 0.00 hours 

v_cpu (1CPU)        : 0.00 hours 
v_8cpu (8CPU)      : 0.00 hours 
v_16cpu (16CPU)  : 0.00 hours 
Total                     : 0.00 hours 

(April 1, 2014 - March 31, 2015)
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3. Research progress and results 
 
3.1 Outline 

In fiscal year 2014, the main focus was directed toward simulating XCO2 abundance due to emissions 
from large sources of fossil fuel burning and its comparison with observed enhancements. 

This study aims at generating and applying global high-resolution meteorological fields simulated by 
NICAM in order to make simulations resolving the high-frequency variability of CO2 concentrations using 
the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART [Stohl et al., 1998; Stohl et al., 2005] and high-
resolution CO2 flux fields (1 km and 10 km). The surface CO2 flux datasets included the three major 
individual components of terrestrial, oceanic and fossil fuel fluxes. The background concentrations of CO2 
were provided by an off-line global atmospheric tracer transport model (NIES-TM) [Maksyutov et al., 
2008]. High-resolution meteorological fields were generated by NICAM at 28 km spatial resolution using 
nudging to NCEP (National Centers for Environmental Prediction) Final Analyses data. 
 
3.2 Analysis of GOSAT data and comparison with inventory-based XCO2 abundance 

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

We analyzed the global and northern hemispheric domain, and for the analysis on the continental scale, 
we chose three large regions over the globe with significant CO2 emissions from fossil fuel burning but 
with different levels of economic development - East Asia, Eurasia and North America - (colored 
rectangles in Fig. 1a). We did not isolate Europe from Eurasia because the number of observations for 
Europe alone was quite low. When we regressed the aggregated observed enhancements against the 
simulated ones, we found a good linear relationship for the globe and Northern Hemisphere. 

For the global case, observed and simulated enhancements showed good agreement with a factor (Sr) 
of 1.16±0.12 (Fig. 2a), which was statistically significant at the 5% level (p values < 0.05). In the Northern 
Hemisphere case, the Sr value was 1.12±0.12 (p values < 0.05) (Fig. 2b). In the case of these two large 
domains, the Sr value did not differ significantly from unity. However, when we concentrated our analysis 
on more specific regions (smaller in spatial scale) the relationship between observed and simulated 
enhancements evolved differently. For example, for Eurasia the regression line had an Sr of 1.39±0.07 (Fig. 
2c), larger than unity, indicating an underestimation of simulated enhancements (XCO2,ff). Further 
restricting our domain of analysis to East Asia alone, the regression analysis gave a higher Sr value 
(1.7±0.27; Fig. 2d), indicating that, on average, the simulated enhancements (XCO2,ff) were underestimated. 
North America had the lowest Sr in the analysis (0.79±0.16), less than unity, which implies an 
overestimation of simulated enhancements (XCO2,ff). Note that these model-based corrections for 
biospheric and fire fluxes do not affect the Sr value significantly to change the slope value significantly. 
Note also that the regression slopes Sr discussed here are relative to the analysis window of XCO2 
enhancements from 0.1 to 1 ppm. Owing to the fact that the data are noisy and the method is simplified for 
use in all regions, we did not consider the slope value as quantitatively conclusive, but as indicative of the 
relative discrepancies between different regions. These mismatches between the observed and simulated 
fossil fuel XCO2 enhancements could largely be due to regional under/overestimation of the emissions in the 
emission inventory itself, but this requires further analyses for a conclusive statement. 
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Figure 1. Observed and simulated total column CO2 with significant fossil fuel signature. a) GOSAT-

deduced fossil fuel enhancements in XCO2 (ΔXCO2,obs; colored dots) corresponding to model-
simulated ΔXCO2,ff > 0.3 ppm for 2009-2012. Note that for the clarity of presentation we plotted 
only points with ΔXCO2,ff > 0.3 ppm, although further analysis used a 0.1 ppm threshold.  Furthermore, 
negative ΔXCO2,obs values (which are not physically meaningful) are not plotted. The macro regions - 
East Asia (10-60°N, 60-150°E), Eurasia (10-60°N, 0-150°E), North America (10-50°N, 130-60°W) 
and Northern Hemisphere (10-70°N, 130°W-150°E), used for regional regression between modeled 
and observed ΔXCO2, are marked as colored rectangles. The overlapping boundaries are drawn with 1 
degree offset for visual clarity. b) Simulated fossil fuel enhancements in XCO2 (ΔXCO2,ff). 
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Figure 2. 0.2 ppm bins of mean observed (ΔXCO2,obs) versus simulated (ΔXCO2,ff)  enhancements a) for 

Northern Hemisphere, b) North America, c) globe, d) Eurasia and e) East Asia. Standard errors 
of the mean are shown as vertical thin red lines. Standard errors in binning of simulated values are 
smaller than the symbol size. The dashed line is the 1:1 line. The error-weighted regression between 
the modeled and observed XCO2 enhancements is shown as blue line. The regression equation is 
shown at the top left of each panel (G, GOSAT; M, Model). The grey bars give the number of 
observations in each enhancement bins (right axis, to be read as N,obs*103; in logarithmic scale). 

 
 
 
3.3 NICAM simulations 

To improve our simulations utilizing the full benefit of using high-resolution inventory, we need to 
represent the atmospheric wind fields at a higher resolution. For this purpose we simulated high-resolution 
NICAM globally. We used JCDAS (JMA Climate Data Assimilation System) [Onogi et al., 2007] 
meteorological fields in nudged simulation of NICAM at a horizontal resolution of 28 km with 40 vertical 
layers, and 2 min time steps. In the transport modeling setup we used an Eulerian tracer transport model 
NIES-TM and Lagrangian particle dispersion model FLEXPART. 
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Fossil fuel CO2 emission fields were taken from Open source Data Inventory of Anthropogenic CO2 
emissions (ODIAC), (1×1 km). The biospheric fluxes were simulated using VISIT (Vegetation Integrative 
SImulator for Trace Gases) model [Saito et al., 2014] at 0.5 degree daily time step, and MODIS 1 km land-
cover map was used to regrid this flux to 1×1 km grid. Air-Sea CO2 fluxes by the OTTM (Ocean Tracer 
Transport Model) [Valsala et al., 2008] were remapped to 1×1 km and extended to coastal regions by land-
sea mask from MODIS (~1 km). The simulation of CO2 transport for the stations Edberg and Neuglobsov 
for July 2009 using high-resolution fluxes showed clear improvements (results not included as they are still 
in the development stage) in the simulated mixing ratio. The simulation of transport using highly resolved 
(spatial and temporal) flux fields was improved by the use of comparably resolved atmospheric flow fields 
and other meteorology. Simulation setup was tested on a K-computer on 160 nodes with 8 CPU each, 
aiming at porting to NIES SX-Ace in 2015. 
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4. Summary 

Our results show that the method we introduced is capable of assessing regional emissions using 
GOSAT observations with elevated CO2 column abundance of 0.1 to 1 ppm and a high-resolution transport 
model. However, to conclude the inferences of regional discrepancy in the emissions used for simulating 
the XCO2, further analysis is necessary. Such an analysis is possible for other locations globally if a 
sufficient number of satellite soundings are available for both emission-influenced and background XCO2. 
 
 
5. Future perspective 

We will prepare high-resolution NICAM simulations to improve the transport modeling of CO2 for 
GOSAT data processing on NIES SX-Ace in 2015. 
 
 
6. List of publications 
 
6.1 Peer-reviewed articles 
Belikov DA., Brilb A., Maksyutov S., Oshchepkov S., Saeki T., Takagi H., Yoshida Y., Ganshin A., Zhuravlev 

R., Aoki S. et al. (2014) Column-averaged CO2 Concentrations in the Subarctic from GOSAT Retrievals 
and NIES Transport Model Simulations. Polar Science. 8(2):129–145. doi:10.1016/j.polar.2014.02.002. 

Saito M., Ito A., Maksyutov S. (2014) Optimization of a Prognostic Biosphere Model for Terrestrial Biomass 
and Atmospheric CO2 Variability. Geosci Model Dev. 7:1829-1840. doi:10.5194/gmd-7-1829-2014. 

Takagi H. et al. (2014) Influence of Differences in Current GOSAT XCO2 Retrievals on Surface Flux Estimation. 
Geophys Res Lett. 41:2598–2605. doi:10.1002/2013GL059174. 

Tohjima Y., Kubo M., Minejima C., Mukai H., Tanimoto H., Ganshin A., Maksyutov S., Katsumata K., Machida 
T., Kita K. (2014) Temporal Changes in the Emissions of CH4 and CO from China Estimated from CH4 / 
CO2 and CO / CO2 Correlations Observed at Hateruma Island. Atmos Chem Phys. 14:1663-1677. 
doi:10.5194/acp-14-1663-2014, 2014. 

Watanabe H., Hayashi K., Saeki T., Maksyutov S., Nasuno I., Shimono Y., Hirose Y., Takaichi K., Kanekon S.,  
Ajiro M. et al. (2015) Global Mapping of Greenhouse Gases Retrieved from GOSAT Level 2 Products by 
Using a Kriging Method. Int J Remote Sens. 36(6):1509-1528. doi:10.1080/01431161.2015.1011792. 

 
6.2 Other publications 
Song C., Maksyutov S., Belikov D., Takagi H., Shu J. (2015) Simulating CO2 Profiles Using NIES TM and 

Comparison with HIAPER Pole-to-Pole Observations. Atmos Chem Phys Discuss. 15(5):6745-6770. 
doi:10.5194/acpd-15-6745-2015. 

 
6.3 Oral presentations 
Janardanan R., Ganshin A., Niwa Y., Zhuravlev R., Oda T., Saito M., Ito A., Valsala V., Sawada M., Satoh M. et 

al. (2014) Atmospheric CO2 Transport Simulation Using High Resolution Meteorology and Flux Maps. 
Transcom 2014. 

Kim H-S., Maksyutov S., Saito M., Ito A., Belikov D., Saeki T., Morino I., Yoshida Y., Yokota T. (2014) Spatial 
and Interannual Variability of the Regional CH4 Fluxes Estimated with GOSAT Observations. Seventh 
International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG7). 

Maksyutov S., Takagi H., Kim H-S., Saito M., Mabuchi K., Matsunaga T., Ito A., Belikov D., Oda T., Valsala V. 
et al. (2014) Interannual Variability of the Regional CO2 and CH4 Fluxes Estimated with GOSAT 
Observations. Geophys Res Abst. 16:EGU2014-11872-1. 

- 63 -



High-resolution transport modeling for GOSAT retrieval and inverse modeling of surface greenhouse gas fluxes 
（GOSAT による濃度データの高精度モデル予測と温室効果ガスの地表面吸収排出量の推定） 

- 64 - 

 

Maksyutov S., Takagi H., Kim H-S., Ishizawa M., Shirai T., Belikov D., Saito M., Oda T., Zhuravlev R., 
Ganshin A. et al. (2014) Recent Developments in Inverse Modeling of CO2 and CH4 Fluxes Using GOSAT 
Observations in NIES. Transcom 2014. 

Maksyutov S., Takagi H., Kim H-S., Saito M., Mabuchi K., Matsunaga T., Ito A., Belikov D., Oda T., Valsala 
V., et  al. (2014) Interannual Variability of the Regional CO2 and CH4 Fluxes Estimated with GOSAT 
Observations. 10th International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space (IWGGMS‐
10). 

Maksyutov S., Ito A., Oda T., Kaiser J., Belikov D., Janardanan R., Yaremchuk A., Zhuravlev R., Ganshin A., 
Valsala V. (2014) Development of the Inverse Model for Estimation of the Surface CO2 Fluxes at Grid 
Scale and High Resolution with GOSAT Data. AGU Fall Meeting 2014. 

Ishizawa M., Mabuchi K., Shirai T., Inoue M., Morino I., Yoshida Y., Zhuravlev R., Ganshin A., Belikov D., 
Saito M. et al. (2014) Inter-annual Variability in CO2 Exchange in Northern Eurasia Inferred from GOSAT-
XCO2. Geophys Res Abst 17:EGU2015-8177-2. 

Ishizawa M., Shirai T., Inoue M., Morino I., Yoshida Y., Zhuravlev R., Ganshin A., Takagi H., Belikov D., Saito 
M. et al. (2014) Impact of Retrieval Biases of GOSAT XCO2 on the Surface CO2 Flux Estimates. I10th 
International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space (IWGGMS‐10). 

 
6.4 Press-release 
MOE (2014) "IBUKI" (GOSAT) Satellite's Historically Unprecedented Observation of Anthropogenic CO2 

Emissions of Mega-City Regions from Space, by NIES, MOE, JAXA. presented by MOE, Tokyo, Japan 
December 5, 2014. 

 
 
7. Contact person 
 
Shamil Maksyutov 
Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
16-2 Onogawa, Tsukuba-City, Ibaraki, 305-8506 Japan 
Tel. 029-850-2212    Fax. 029-850-2219 
E-mail: shamil@nies.go.jp 

- 64 -



CGER-I125-2015, CGER/NIES 

- 65 - 

 

研究課題名： 
GOSAT による濃度データの高精度モデル予測と温室効果ガスの地表面吸収排出量

の推定 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境センター Shamil Maksyutov 
共同研究者：国立環境研究所地球環境センター 白井知子・中山忠暢・齊藤 誠・金 憲淑・ 

横井孝暁・Rajesh Janardanan Achari・石澤みさ・馬淵和雄 
Colorado State University and NOAA Earth System Research Laboratory (USA)  小田知宏 
国際基督教大学教養学部 峰島知芳 
国立極地研究所北極観測センター Dmitry Belikov 
Indian Institute of Tropical Meteorology (India)  Vinu Valsala 

 
要旨： 

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

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

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

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

平均値は、全球規模および北半球規模ではほぼ線形関係であった（全球規模で比較係数 1.16±
0.12 程度観測増加量が大きい）。しかし、モデル実験濃度増加量は東アジア域では過小評価

（1.7±0.27）であり、北アメリカでは過大評価（0.79±0.16）であった。この結果は、各領域に

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

結果は、局所的気体放出源の観測監視にこの方法を適用することの有効性を示している。 
 
キーワード： 
大気トレーサー輸送モデル、二酸化炭素（CO2）、人為起源 CO2排出、大量放出源、排出目録 
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高分解能でのリモートセンシング解析情報を用いた土地利用モデルシミュレーショ
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実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
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共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 村上大輔 
 
要旨： 

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

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

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

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

う。次に、ダウンスケール手法を用いたグリッド別人口・GDP の推計結果を示すとともに、推計

結果の一応用例として水害リスクの簡易評価を空間詳細な単位で実施した。推計したグリッド別

人口・GDP は近日中に一般に公開する予定である。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、SSP シナリオ、将来推計、人口、GDP 
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研究課題名： 
高分解能でのリモートセンシング解析情報を用いた土地利用モデルシミュレーショ

ン 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地球環境研究センター 山形与志樹 
共同研究者：国立環境研究所地球環境研究センター 村上大輔 
 
 
1. 研究目的 
本研究では、Shared Socioeconomic Pathways（SSP）1～3 の国別人口・GDP（2010～2100 年）を、

過去の国別人口・GDP（1980～2000 年）と併せて 0.5 度グリッド毎にダウンスケールする。また、

土地被覆や都市別人口、交通ネットワークといった補助的な情報、及び人口・GDP の空間変動を

考慮しながらこのダウンスケールを精度よく行うための手法構築を行う。加えて、推計されたグ

リッド別人口・GDP を一般に公開する。 
 
キーワード： 
ダウンスケール、SSP シナリオ、将来推計、人口、GDP 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 6 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

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

              計     : 0.00 hours 
  ※本研究課題では、ベクトル用フロントエンドサーバのみを利用しているため、計算機利用時

間がベクトル処理用計算機の CPU 時間に現れない。 
 
2.2  利用概要 
全球を対象に、次の各手法による国別人口・GDP シナリオ（SSP1～3：1980～2100 年）のダウ

ンスケールを並列計算処理した：dasymetric mapping model（補助データ（下記参照）ごとの 3 モ

デル）、空間統計モデル（補助データごとの 3 モデル）。計算にはベクトル処理用計算機を使用

した。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 背景と目的 

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

気候変動に適応した持続可能な発展を促す上で重要となる。実際に、IPCC は Shared Socioeconomic 
Pathways（SSP）と呼ばれる複数の社会経済シナリオ、具体的には Sustainable シナリオ（SSP1）
や、Middle of the Road シナリオ（SSP2）、Fragmentation シナリオ（SSP3）などを設定し、今後の

気候変動が各シナリオ下で及ぼしうる影響を詳細に分析している。しかしながら、こういった将

2.1  計算機利用時間（2014 年 6 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
CPU 時間 v_deb（デバック用） : 0.00 hours 

v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計     : 0.00 hours 
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来シナリオは通常国別のようなグローバルな空間スケールが通常想定される。従って、例えば都

市や地域のようなローカルなスケールでの議論にそれらを活用することは必ずしも容易ではない。 
 
3.2 計算 
そこで、国別の将来人口・GDP シナリオ（SSP1～3：2100 年まで）を空間詳細化（ダウンスケ

ール）することで 0.5 度グリッド別のシナリオを推計した。ダウンスケールは次の手順で実施し

た：(i) 各国内における各都市の人口成長シェアが一定という仮定の下で 2100 年までの都市別の

将来人口を推計する；(ii) (i)で得られた都市別の将来人口に加えて都市領域（2002 年, 出典：MODIS 
〈 http://modis.gsfc.nasa.gov/ 〉 ） と 都 市 領 域 （ 2009 年 , 出 典 ： Natural Earth 
〈http://www.naturalearthdata.com/〉）を各グリッドの重みとして与えた上で、国別の将来人口・

GDP をグリッド別に配分する。(ii)では空間統計学のモデルを応用することで人口・GDP のグリ

ッドレベルの空間変動をモデル化している。また、複数のサブモデルを平均化することで、ダウ

ンスケールの不確実性の問題に対処している（Shiogama et al., 2011 参照）。 
 
3.3 結果 

人口のダウンスケール結果を図 1 に示す。より一層のグローバル化シナリオである SSP1 におい

てヨーロッパの主要都市部の人口が大きくなっており、グローバルな都市間交流がヨーロッパの

都市人口を増加させるとの示唆を得た。一方で、非グローバル化（fragmentation）シナリオである

SSP3 では、経済水準と教育水準の停滞の結果、中央アフリカの主要都市部やインド全域において

人口が急増している。対照的に、北米や南米における人口分布の変化が小さいという傾向もまた

みてとれる。 
 
 

 
 
 

図 1. 人口シナリオの推計結果。

1980 年 

2000 年 

2080 年(SSP1) 

2080 年(SSP2) 

2080 年(SSP3) 
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都市人口を増加させるとの示唆を得た。一方で、非グローバル化（fragmentation）シナリオである

SSP3 では、経済水準と教育水準の停滞の結果、中央アフリカの主要都市部やインド全域において

人口が急増している。対照的に、北米や南米における人口分布の変化が小さいという傾向もまた

みてとれる。 
 
 

 
 
 

図 1. 人口シナリオの推計結果。

1980 年 

2000 年 

2080 年(SSP1) 

2080 年(SSP2) 

2080 年(SSP3) 
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GDP のダウンスケール結果は図 2 に示すとおりである。この図より、全球的な経済成長が今後

見込まれていることが確認できる。1980～2000 年において最も経済水準の高いヨーロッパ諸国と

同水準の経済発展がアジア諸国の広い範囲で見込まれている点は興味深い。GDP シナリオ間の差

異は、人口シナリオ間の差異に比べて大きい。例えば SSP1 では、グローバル化の結果としてアジ

ア／アフリカ諸国が特に急激に経済成長しているが、非グローバル化シナリオである SSP3 におい

てこの傾向は小さい。 
このように人口や GDP の空間分布はシナリオに応じて大きく変化しうる。従って、今後現実化

した未来がどのシナリオに近いかを見極めながら、気候変動に柔軟に適応していくことが必要と

なる。特に、人口と GDP の両方の急激な成長が見込まれるアジア諸国においてこの点は重要とい

えよう。 
 
 
 

 
 
 
推計データの一応用例として、21 世紀における 100 年確率洪水（20 世紀換算）の期待被害（2100

年までの被災死者数と経済損失）を、Hirabayashi et al.（2013）推計の 100 年確率洪水の期待頻度

と我々推計の人口・GDP をオーバーレイすることで、0.5 度グリッド毎に推計した（図 3）。推計

結果を示した図３から分かるように、アジア諸国での水害の期待損失が今後大きくなることが各

シナリオで予測されており、アジアにおける水害リスクへの適応の議論の重要性を確認した。 
 
 

1980 年 

2000 年 

2080 年 (SSP3) 

2080 年 (SSP1) 

2080 年 (SSP2) 

図 2. GDP シナリオの推計結果。
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4. まとめ 
本研究では 1980～2100 年の国別人口・GDP（2010～2100 年）を、0.5 度グリッドごとにダウン

スケールした。このダウンスケールを行うために、空間統計モデルを用いて人口・GDP の空間変

動をモデル化した手法を構築した。今回これまでに構築したダウンスケールモデルには、次の課

題が残されている。まず、空間データの一般的な性質として知られる空間従属性（近接したグリ

ッドが互いに類似した人口値・GDP 値を示す）が考慮できていない点である。空間従属性を考慮

するためには、大規模な行列の逆行列の計算が必要となる可能性がある。この計算は本年度利用

したベクトル計算用フロントエンドサーバ以外も活用した大規模処理で実施したい。また、経済

収束仮説や都市規模のランクサイズルールといった都市成長メカニズムもまた今後考慮する予定

である。 
 
 
5. 今後の研究展望 
本研究で推計した空間詳細な人口・GDP は気候シミュレーション等の基礎資料として重要であ

る。今後同人口・GDP を、気候シミュレーションの専門家らとの協働で、様々な気候変動リスク

の空間詳細な推計に応用したい。また、推計結果の一般公開は、今後の空間詳細な気候変動シミ

 
死者数_SSP1（Globalization）         死者数_SSP3（Fragmented world） 

死者数(PPP, 10 Billion USD in 2005/yr)
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図 3. 21世紀における100年確率洪水（20世紀換算）の被害の推計結果（SSP1、SSP3）。 
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ュレーションの関連研究を活発化する上で極めて重要となる。現在、推計したデータセット（人

口・GDP）を公開するためのページのバージョン 1 が完成済みであり、近日中に地球環境研究セ

ンターのウェブページ上で一般公開する予定である。 
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Abstract: 

This study downscales country-level populations and GDPs in 1980-2100, which were 
estimated/projected by the shared socioeconomic pathways (SSP) 1-3, into 0.5-degree grids. To conduct the 
downscaling, we first developed a downscaling approach that considers the underlying spatial process in 
gridded populations and GDPs, and utilizes auxiliary information such as land cover, urban population, and 
transportation network. Subsequently, the developed approach was used for the population and GDP 
downscaling and the results were discussed. After that, as an application example of the gridded population 
and GDP estimates, the estimates were applied to a spatially-explicit future flood risk estimation. The 
gridded populations and GDPs will be published in the near future. 
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Downscaling, future scenario, population estimation/projection, spatial statistics 
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研究課題名： 
海洋混合層スキームの高度化と流動・水質・生態系シミュレーションへの応用 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 東 博紀 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 古市尚基 
 
要旨： 
海洋における乱流混合過程は、流動場のみならず、環境中の物質動態を支配する重要な物理過程である。

海洋混合のモデル化に関する研究は、これまでに多数実施されているものの、いまだ多くの課題を残して

おり、海洋環境の予測精度低下の主要因になっている。本課題は、Large Eddy Simulation に基づく海洋混

合スキームの改良を実施するとともに、それを領域スケールモデルに応用することにより、海洋の流動、

物質動態および生態系シミュレーションの精度を向上させることを目的としている。本年度は、前年度改

良した海洋混合スキームの応用研究として、2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故によって放出された

放射性セシウム 137 （137Cs）の海洋動態シミュレーションを実施した。 
東日本太平洋沿岸部では現在でも依然として海底土より高濃度の 137Cs が検出されている。最新

の観測結果によると、海底土の 137Cs 濃度は不均質な空間分布であることが明らかにされている。

本研究では海底土における 137Cs の不均質分布の形成過程を明らかにするため、移流拡散、懸濁粒

子との吸・脱着、海底堆積・巻上、海底土中の鉛直移動を考慮した 137Cs 動態シミュレーションを

行った。本シミュレーションは、最新の海底土 137Cs の観測値に見られる、福島県南部の沿岸から

50～100m の等深線に沿って北東方向に伸びる帯状の高濃度地帯（ホットスポット）を再現した。

この不均質な海底土表層 137Cs の平面分布の形成には、海底土を巻上げる強い海底摩擦応力の時空

間分布が強く関わっていることが明らかになった。 
 
キーワード： 
海洋流動・水質・生態系シミュレーション、海洋混合層スキーム、Large Eddy Simulation、放射性セ

シウム137 
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研究課題名： 
海洋混合層スキームの高度化と流動・水質・生態系シミュレーションへの応用 
 
実施年度： 
平成 25 年度～27 年度 
 
課題代表者：国立環境研究所地域環境研究センター 東 博紀 
共同研究者：国立環境研究所地域環境研究センター 古市尚基 
 
 
1. 研究目的 
海洋における乱流混合は、海洋流動場のみならず、大気－海洋間での酸素・二酸化炭素等のガ

ス交換、海洋内部における有機物・無機栄養塩の拡散、赤潮・貧酸素水塊の発生・消滅など、海

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

既存の海洋混合層スキームは、乱流混合の効果を適切にパラメータ化できていないことが明らか

にされており、海洋環境予測の精度低下の主要因になっている。本課題では、Large Eddy Simulation 
（LES）に基づいて海洋混合層スキームの改良を行うことにより、領域スケールの海洋流動・物

質動態・生態系モデルの予測精度を向上させることを目的とする。本研究を通じて、大陸の人為

的負荷の増大が東シナ海・日本近海の広域海洋環境に及ぼす影響評価（東アジア広域環境研究プ

ログラム）、福島第一原子力発電所事故による放射性物質の海洋動態予測（災害環境研究）、熱

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

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

シウム137 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）:  951.54 hours 
v_cpu（1CPU 用）   :  0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  :  471.35 hours 
v_16cpu（16CPU 用）:  171,666.67 hours 

                  計         :  173,055.56 hours 
 

2.2  利用概要 
LES については、海洋混合層スキームの改良を昨年度（平成 25 年度）より引き続き実施すると

ともに、今年度は新たに海底混合層における懸濁粒子の挙動解析、並びに深海における熱水噴出

孔近傍の乱流シミュレーションを実施した。領域スケールモデルについては、東シナ海における

流動・水質・底質・低次生態系に関する 2000～2010 年再現シミュレーションおよび陸域負荷や大

気窒素沈着による感度解析実験、福島第一原子力発電所事故によるセシウム 137 の海洋拡散・海

底土堆積再現シミュレーションを実施した。いずれの計算も、コードを MPI 並列化し、v_16cpu
を主に使用した。モデルの入力データの作成、出力データの整理などのプリ・ポスト処理に v_deb
もしくはスカラー機を用いた。 
 
 

 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）:  951.54 hours 
v_cpu（1CPU 用）   :  0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  :  471.35 hours 
v_16cpu（16CPU 用）:  171,666.67 hours 

                  計         :  173,055.56 hours 
563.20

172,986.09
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3. 研究結果 
本報では、前報で LES に基づいて改良された海洋混合層スキームの応用研究として、2011 年 3

月の福島第一原子力発電所事故で放出された放射性セシウム 137 の海洋拡散・海底堆積シミュレ

ーションを実施した結果を報告する。 
 
3.1 背景・目的 

2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所事故により、大量の放射性物質が環境中に漏出し、

東日本太平洋沿岸域において広域の海洋汚染を引き起こした。事故後 3 年を経過した現在でも、

海底土よりセシウム 137（137Cs）が高い濃度レベルで依然として検出されている（原子力規制委

員会, 2014ab）。海水中における 137Cs 濃度は、事故直後に福島第一原子力発電所周辺で 105 Bq/L
のオーダーにまで達したが、数か月後には 102 Bq/L、1 年後には 10–1 Bq L–1以下にまですぐに低下

した（原子力規制委員会, 2014a）。一方、海底土の 137Cs 濃度については、ここ数年ほとんど減少

していないことが確認されている（原子力規制委員会, 2014a）。137Cs の半減期は非常に長い（30.2
年）ため、今後この海底土中の 137Cs がどう変化するのかを注視・予測する必要がある。 

近年の現地観測結果によると、海底土 137Cs 濃度は不均質な空間分布であることが明らかにされ

ている。その中でとくに特徴的なものとしては、福島県南部の海岸から北東方向に等深線 50～100 
m に沿って横たわる、幅 20 km 程度の帯状の高濃度地域（ホットスポット）が挙げられる（Thornton 
et al, 2013; Ambe et al., 2014; 原子力規制委員会, 2014b）。ホットスポットが形成される要因の一つ

には海底土が主としてシルト・泥質で構成されていることが考えられる。137Cs は細かい粒子状物

質の表面に不可逆的に吸着しやすいため、137Cs 濃度と海底土粒度の空間分布には相関関係が実際

に認められている（例えば、Otosaka and Kobayashi, 2013; Kusakabe et al., 2013; Otosaka and Kato, 
2014）。しかし、このホットスポットを形成するプロセス、言い換えると、なぜその海域に 137Cs
を吸着した懸濁粒子が堆積しやすいかについては、いまだ十分に解明されていない。 
本研究では、海底土 137Cs の長期動態を予測することを目的として、移流拡散、吸・脱着、海底

堆積・巻上、海底土中の拡散輸送を考慮した 137Cs 海洋動態モデルを構築した。2011 年 3～12 月

における再現シミュレーションを通じて、海底土 137Cs の不均質空間分布、とくにホットスポット

の形成メカニズムについて考察した。 
 
3.2 シミュレーション手法 

本研究で構築したモデルは、海洋流動モデルと海水・海底土 137Cs 動態モデルをオンライン結合

したものである(東ら, 2014)。海洋流動モデルは、一般によく用いられる静水圧・Boussinesq 近似

のプリミティブ系方程式を基礎式とした 3 次元コロケート格子・レベル座標系モデルであり、LES
に基づいて改良された海洋混合層スキーム（Furuichi et al., 2012; Furuichi et al., 2015）が組み込ま

れている。海水・海底土 137Cs 動態モデルは、説明変数を溶存態 137Cs 濃度、粒子態 137Cs 濃度、お

よび懸濁粒子濃度の 3 つとし、137Cs と懸濁粒子の吸・脱着、物理崩壊、および粒子沈降が考慮さ

れた海水中の 3 次元移流拡散方程式、海底土中の鉛直 1 次元拡散方程式(水平方向の輸送は無視)
を基礎式としている。海水と海底土の 137Cs 動態モデルは、海底土（懸濁粒子）の巻上・堆積フラ

ックスを介して、オンラインで結合されている（図 1）。 
解析対象領域については、広域の海洋拡散を取扱う Region-1（138.0–148.0ºE, 32.0–41.0ºN）と

沿岸域を詳細に解析する Region-2（140.4–144.0ºE, 35.2–39.0ºN）とし、Region-2 のシミュレーシ

ョンは Region-1 の結果を用いてネスティング（オフライン）計算される構造に設定した（図 2）。

水平解像度（格子数）は、Region-1 では東西 4.5×南北 4.4 km（東西 203×南北 228 個）、Region-2
では東西 1.5×南北 1.5 km（東西 218×南北 288 個）に、鉛直方向については、海水では海面から

6000 m 深までを 47 層（層厚: 2～500 m）に、海底土では海底面から 1 m 深までを 42 層（0.01～0.05 
cm）に設定した。解析対象期間は 2011 年 3～12 月の 10 ヶ月間とし、時間ステップは、6,000 m
深の CFL 条件を考慮して、Region-1 では 7.5 秒、Region-2 では 2.5 秒とした。 
流動モデルに必要な入力条件には以下のデータを使用した。Region-1・2ともに気象条件には、

メソ数値予報モデルGPV/MSM(気象庁)の気温、比湿、海面気圧、風速、降水量の1時間データ(水
平解像度5 km)、および気候データ同化システムJCDAS(気象庁)の下向き短波・長波放射量の6時間
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データ（水平解像度110 km）を用いた。外洋の開境界に与える水温・塩分にはFRA-JCOPE2 
（Miyazawa et al., 2009）の日平均値（水平解像度1/12°）、潮位には国立天文台の日本周辺海洋潮

汐モデルNAO99Jb（Matsumoto et al., 2000）を与えた。また、計算を進めるにつれて本モデルの流

動場がFRA-JCOPE2再解析結果の地衡流特性から大きく外れないように、Region-1の水温と塩分に

対して3次元ナッジング（TS同化）を施した。ネスティング計算を行うRegion-2ではRegion-1の1
時間出力値を境界条件およびTS同化に用いた。137Csの流入条件には、福島第一原発からの直接漏

出と大気からの沈着を与えた。前者にはTsumune et al.（2012）の推定値（3.5 PBq）、後者にはMorino 
et al.（2011）のシミュレーション結果（Region-1にて2.3、Region-2にて1.5 PBq）を与えて吟味し

たところ、海水・海底土ともに137Cs濃度の計算値は観測値に比べて過小であったため、最近の研

究（Miyazawa et al., 2013; Aoyama et al., 2013）を参考にして、前者を1.65倍（5.9 PBq）、後者を6.0
倍（Region-1にて13.8、Region-2にて9.2 PBq）にしたものを与えた。 

 
 

 
 
3.3 結果と考察 

本モデルによる海水・海底土 137Cs 濃度の計算値は、公表されている観測値の時空間分布を概ね

再現した（一例として、海底土表層 137Cs 濃度の比較結果を図 3 に示す）。また、本シミュレーシ

ョンは 3.1 で述べた福島県南部の海岸から北東方向に伸びる海底土表層 137Cs の帯状のホットスポ

ットを再現することに成功した（図 3a）。 
本モデルでは、強い底層流による海底土の巻上が発生しなければ、直接漏出・大気沈着によっ

て流入した 137Cs（溶存態）は沈降・堆積しない上に、一度堆積した粒子態 137Cs の水平移動も発

生しない（図 1）。このことは、海底土 137Cs 濃度の時空間変動が底層流による海底摩擦に強く依

存することを示している。一般に海底土を巻上げるほどの強い底層流は海流、潮汐、風浪などに

よって引き起こされる。擾乱によって発生する底層流の大きさは、海底地形に当然依存するもの

の、線形長波理論に従えば水深の平方根に反比例する。つまり、浅い海域ほど強い底層流が発生

しやすいといえる。 
本シミュレーションの海底摩擦応力の空間分布（図 4）より、50 m 以浅の浅海域では、その外

側の沖合（50～100 m 深）に比べて、海底土を巻上げるほどの強い海底摩擦応力（本モデルでは

0.10 N m-2 に設定）が潮汐や強風によって頻繁に発生することが明らかになった。なお、図 4 では

強い海底摩擦が 800 m 以深の沖合でも発生しているが、これは黒潮によるものである。福島第一

137°E 140°E 143°E 146°E 149°E

33°N

36°N

39°N

42°N
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福島第
一原発

溶存態137Cs
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懸濁粒子
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鉛直
混合
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図 2. 解析対象領域。 図 1. 本モデルの 137Cs の海底堆積プロセス。
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原発周辺およびそれより北方の浅海域では、潮汐による海底土の巻上が顕著に生じることが分か

った（図 4a）。海底土を巻上げる海底摩擦応力の発生周期は、大潮－小潮変動に対応した半月程

度であることが明らかになった。その影響により、浅海域の海底土表層 137Cs 濃度にも半月周期が

確認された。潮汐による海底土の攪乱は年間を通じて繰り返し発生するため、浅海域の海底土表

層 137Cs は結果的に減少トレンドを示した（図 3b）。 
浅海域では強風による影響も大きい。2011 年 5 月末に温帯低気圧（台風 201102 号）が茨城県

沖を通過しているが、その際に福島県～茨城県沿岸の浅海域では顕著な海底摩擦応力が発生した

（図 4b）。福島第一原発周辺の浅海域では、この時すでに海底土表層に多量の 137Cs が堆積して

いたため、この低気圧通過によって瞬間的に海底土表層 137Cs 濃度が大きく（1 オーダー程度）下

がるところが多く見られた（図 3b）。巻き上がった 137Cs は、その大部分はすぐに浅海域内で再

堆積するものの、一部は沖合に水平輸送されることが確認された。 
潮汐や強風による海底土の攪乱は水深が深くなるにつれて小さくなる。浅海域とは異なり、す

ぐ外側の沖合（水深 50～100 m）では、潮汐はもちろんのこと、5 月末の低気圧通過時でも強い底

層流の発生はほとんど認められなかった（図 4b）。このことは、浅海域より水平輸送されて沖合

に堆積した 137Cs がその後は大きく動かないことを示唆している。事実、沖合の海底土表層 137Cs
濃度は、計算値・観測値ともに浅海域で見られた減少トレンドは見られず、5 月末の低気圧通過

以降は多くの測点で横ばいに推移した（図 3c）。以上のように、浅海域とすぐ外側の沖合におい

て潮汐や強風によって発生する海底摩擦応力の違いが、等深線 50～100 m に沿う帯状のホットス

ポットを形成する主要因になっていることが本シミュレーションにより明らかになった。 
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4. まとめ 

LES に基づいて改良された海洋混合層スキームを活用して、福島第一原子力発電所事故によっ

て放出された 137Cs の海洋拡散・海底堆積の再現シミュレーションを実施した。海水・海底土の 137Cs
濃度の計算値は観測値の時空間分布を概ね再現した。また、本シミュレーションは海底土表層 137Cs
の観測値に見られる、福島県南部の沿岸から 50～100m の等深線に沿って北東に伸びる、幅 20km
程度の帯状の高濃度地帯(ホットスポット)をうまく再現した。このホットスポットの形成には、海

底土を巻上げるほどの強い海底摩擦の発生頻度・空間分布が強く関わっていることが明らかにな

った。 
 
 
5. 今後の研究展望 

LES に基づく海洋混合層スキームの改良、とくに海底混合層における懸濁粒子の沈降・拡散に

関するパラメタリゼーションの研究を継続実施するとともに、その成果の領域スケールモデルへ
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の応用を進める。これらの研究を行うことにより、海洋環境の形成に重要な役割を果たす粒子状

物質、例えば、本報で記した海底土の放射性セシウム 137 や富栄養化海域の有機物などの動態予

測の精度向上が見込まれる。さらに、今年度より開始した熱水噴出孔近傍における乱流場のパラ

メタリゼーションが確立すれば、近年着目されている海底資源開発の影響アセスメント、すなわ

ち掘削に伴う海底土や有害物質の巻上・拡散、これらによる深海生態系への影響予測などのシミ

ュレーションが可能になる。 
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Abstract: 
    Oceanic turbulent mixing is an important physical process governing not only ocean circulation but 
also material behavior. Although many attempts have been made to develop and improve oceanic vertical 
mixing schemes for regional-scale simulation, there still remain several issues to be addressed. This fact is 
largely related to uncertainty in prediction of marine environment and ecosystem. Our primary objective is 
to improve the oceanic vertical mixing scheme on the basis of Large Eddy Simulation. Using the improved 
scheme, we aim to enhance the performance of regional-scale marine environment models such as oceanic 
circulation, biogeochemical cycle, and ecosystem impacts. In FY 2014, we performed a numerical 
simulation of the oceanic behavior of radiocesium-137 (137Cs) that was released into the environment by 
the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident in March 2011, which was an application study using 
the oceanic vertical mixing scheme improved by our study last fiscal year. 
    Massive amounts of anthropogenic 137Cs are widely known to have extensively migrated to Pacific 
oceanic sediment off of east Japan. Several recent reports have stated that the sedimentary 137Cs is now 
stable with a remarkably heterogeneous distribution. The present study elucidates ocean dynamic processes 
causing this heterogeneous sedimentary 137Cs distribution in and around the shelf off Fukushima and 
adjacent prefectures. We performed a numerical simulation of oceanic 137Cs behavior for about 10 months 
after the accident, using a comprehensive dynamic model involving advection-diffusion transport in 
seawater, adsorption and desorption to and from particulate matter, sedimentation and suspension on and 
from the bottom, and vertical diffusion transport in the sediment. Our simulation succeeded in reproducing 
a significant accumulation of the sedimentary 137Cs in a swath just offshore of the shelf break (along the 
50–100 m isobath) similar to recent observations. The simulation suggested that the shape of the swath was 
mainly associated with spatiotemporal variation between bottom shear stress in the shallow shelf and that 
offshore of the shelf break. 
 
Keywords: 
Ocean physical-biogeochemical-ecosystem simulation, oceanic vertical mixing scheme, large eddy 
Simulation, radiocesium-137 
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GOSAT および GOSAT-2 衛星のデータ解析に関わるエアロゾル・モデルシミュレー
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要旨：  
複数のモデルと観測から見積もられた晴天大気におけるエアロゾルの短波放射の直接放射強制

力（ShortWave Direct Aerosol Radiative Forcing: SWDARF）を比較すると、全球エアロゾル輸送モ

デル MIROC-SPRINTARS の SWDARF は他のモデルより小さい負値であった[Yu et al., 2006]。エア

ロゾルの放射強制力に関するこのようなモデル間差は、エアロゾル過程の複雑さに主に起因する

ことが IPCC 第４次および第５次報告書でも指摘されている。気候モデル間差を生み出す要因と

して考えられるのは、エアロゾル輸送過程、エアロゾルの光学特性（光学的厚さ Aerosol Optical 
Thickness: AOT）や単一散乱アルベド（Single Scattering Albedo: SSA）など）、雲・エアロゾル相

互作用過程に関するモデル間差であり、地球気候の理解と将来予測の精度向上のためにそれらの

精緻化が世界的に求められている。 
昨年度にエアロゾル・雲の光学特性の改良を行った MIROC-SPRINTARS を用いてシミュレーシ

ョンを行い、晴天大気における AOT や SSA、SWDARF などを先行研究や CALIPSO 衛星のもの

と比較し、モデルの評価を行った。Yu et al.（2006）のモデル平均値や衛星観測の平均値の SWDARF
と比較すると、CALIPSO の SWDARF はモデル平均や衛星観測の平均の間の値であり、MIROC の

SWDARF は CALIPSO や先行研究より小さい負値であった。この理由として、MIROC の SSA は

CALIPSO や AERONET より大きく、散乱の強い粒子が支配的に分布しているが、エアロゾルが発

生源から遠方まで運ばれにくいため、海上の AOT が小さくなり、SWDARF の負値が他の研究よ

り小さくなったと考えられる。 
昨年度に、大気海洋結合モデル MIROC の最新版である MIROC5 に局所アンサンブル変換カル

マンフィルター（Local Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）を用いたエアロゾル同化システ

ムの実装を行った。この同化システムを用いて、1 年間の同化実験を行った。データ同化を行わ

ない標準実験の AOT は、衛星センサ MODIS の AOT と比較して、ヨーロッパ、アジア、南アメ

リカで過大評価しており、海上では過小評価であった。一方、同化実験では、陸上での AOT の過

大評価が改善したが、海上では依然として過小評価の傾向であった。 
本研究によって開発されてきた MIROC-SPRINTARS のエアロゾル同化システムは、GOSAT ミ

ッションにおける TANSO-FTS 放射計による気柱二酸化炭素量の導出アルゴリズムにも試験的に

使用され始めている。 
 
キーワード： 
GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル 
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実施年度： 
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課題代表者：東京大学大気海洋研究所 中島映至 
共同研究者：東京大学大気海洋研究所 井上豊志郎・打田純也・Yu Yong・及川栄治 
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      近畿大学総合社会学部 中田真木子 
      国立環境研究所地域環境研究センター 五藤大輔 
 
 
1. 研究目的 
 2009 年に環境省が打ち上げた GOSAT ミッションではフーリエ分光放射計（Fourier Transform 
Spectrometer: FTS）を利用して二酸化炭素の気柱量を求める。また、その後継機としての GOSAT-2
衛星が計画されている。これらの衛星受信分光放射輝度のデータにはエアロゾルの影響が含まれ

ており、その除去が二酸化炭素量の導出精度の向上にとって不可欠である。また、GOSAT-2 衛星

では、雲・エアロゾルイメージャ（Cloud and Aerosol Imager: CAI）を強化した CAI-2 が搭載され、

新たにエアロゾルによる大気汚染の監視が目的として加わった。従って、これらのデータ解析に

とって必要なエアロゾル情報を適切に計算するエアロゾルモデリングシステムが求められている。 
 
キーワード： 
GOSAT、二酸化炭素、エアロゾル 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1 計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 237.35 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 739.90 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 7,317.54 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 8,918.19 hours 

                  計         : 17,212.98 hours 
 
2.2 利用概要 
 エアロゾル輸送モデル SPRINTARS を AORI/NIES/JAMSTEC の大循環気候モデル

（MIROC-AGCM）に組み込んだ MIROC-SPRINTARS を利用して、全球のエアロゾル分布のシミ

ュレーションを行う。そして、AERONET や SKYNET 地上観測網の天空輝度分布計（スカイラジ

オメーター）や衛星搭載の MODIS イメージャから得られるエアロゾル光学的厚さ（Aerosol Optical 
Thickness: AOT）とシミュレーション値を比較することによって、最適な AOT の全球分布を求め

る。このようなモデル同化のアルゴリズムとして局所アンサンブル変換カルマンフィルター

（Local Ensemble Transform Kalman Filter: LETKF）を用いる。同時に、エアロゾルが引き起こす雲

や降水の変化を算定することによって、GOSAT-CAI から得られるエアロゾル情報がどのような気

候変動研究に役立つかを数値シミュレーションによって調査する。 
 
 

 
2.1 計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

複数のモデルと観測から見積もられた晴天大気におけるエアロゾルの短波放射の直接放射強制

力（ShortWave Direct Aerosol Radiative Forcing: SWDARF）を比較すると、全球エアロゾル輸送モ

デル MIROC-SPRINTARS の SWDARF は他のモデルより小さい負値であった[Yu et al., 2006]。エア

ロゾルの放射強制力に関するこのようなモデル間差は、エアロゾル過程の複雑さに主に起因する

ことが IPCC 第４次および第５次報告書でも指摘されている。気候モデル間差を生み出す要因と

して考えられるのは、エアロゾル輸送過程、エアロゾルの光学特性（AOT や単一散乱アルベド

（Single Scattering Albedo: SSA）など）、雲・エアロゾル相互作用過程に関するモデル間差であり、

地球気候の理解と将来予測の精度向上のためにそれらの精緻化が世界的に求められている。 
昨年度にエアロゾル・雲の光学特性の改良を行った MIROC-SPRINTARS を用いてシミュレーシ

ョンを行い、晴天大気における AOT や SSA、SWDARF などを先行研究や CALIPSO 衛星のもの

と比較し、モデルの評価を行った。Yu, H., et al.（2006）のモデル平均値や衛星観測の平均値の

SWDARF と比較すると、CALIPSO の SWDARF はモデル平均や衛星観測の平均の間の値であり、

MIROC の SWDARF は CALIPSO や先行研究より小さい負値であった。この理由として、MIROC
の SSA は CALIPSO や AERONET より大きく、散乱の強い粒子が支配的に分布しているが、エア

ロゾルが発生源から遠方まで運ばれにくいため、海上の AOT が小さくなり、SWDARF の負値が

他の研究より小さくなったと考えられる。 
 
3.2 背景と目的 
 2009 年に環境省が打ち上げた GOSAT ミッションではフーリエ分光放射計を利用して二酸化炭

素の気柱量を求める。しかし、これらの衛星受信分光放射輝度データには、二酸化炭素以外の様々

な影響が同時に含まれており、その除去が二酸化炭素量の導出精度の向上にとって不可欠である。

本研究では、これらの影響のうち、エアロゾルと雲の影響除去に関する研究を行うことを目的と

している。 
 そのために、GOSAT 衛星に搭載されている CAI によって得られるリモートセンシングデータ

と、エアロゾル気候モデルによって得られるシミュレーションデータを結合して、CAI データ解

析アルゴリズムの初期値に役立たせ、衛星解析ができない場合の補完データとして利用するシス

テムの開発を行う。同時に、エアロゾルが引き起こす雲や降水の変化を算定することによって、

CAI から得られるエアロゾル情報がどのような気候変動研究に役立つかを、数値シミュレーショ

ンを通して調査する。 
 
3.3 計算方法 
 昨年度に MIROC-SPRINTARS のエアロゾル・雲の光学特性の改良を行った（MIROC は version 
5 を使用し、SPRINTARS は version3.84 を使用した。以下、MIROC5-SPRINTARS3.84 とする）。

このモデルを用いて、2006 年から 4 年間のシミュレーションを行い、最初の 1 年間をスピンアッ

プ期間とし、2007 年から 2009 年の 3 年間の解析を行い、晴天大気における AOT や SSA、SWDARF
などを先行研究や CALIPSO 衛星の値と比較し、評価を行った。 
 また、MIROC5-SPRINTARS3.84 を用いて、エアロゾルの排出量に摂動を与えた実験を複数回行

うことで予報誤差を評価するアンサンブルデータ同化実験を行った。同化に用いるパラメータは、

地上観測網AERONETのスカイラジオメータや衛星イメージャMODISから得られるAOTやAOT
の波長比であるオングストローム指数（Ångström Exponent: AE）である。また、CALIPSO 衛星に

搭載されているライダーから観測される後方散乱係数を同化に用いることにより、エアロゾルの

鉛直分布の改善も図っている。データ同化の結果とデータ同化を行わないモデルの標準実験や船

舶観測のデータと比較することで、データ同化のパフォーマンスを評価した。 
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3.4 結果 
まず、MIROC5-SPRINTARS3.84 のエアロゾル・雲の光学特性の改良を行ったモデルの晴天大気

における AOT を CALIPSO 衛星と MODIS センサのものと比較した（図 1）。MIROC の AOT は、

CALIPSO や MODIS より全球的に小さい値となっている。これは、MIROC では、エアロゾルが鉛

直方向に広がりやすいが、水平方向には運ばれにくいことがひとつの要因であると考えられる。

また、CALIPSO の AOT と MODIS の AOT の水平分布は似ているが、CALIPSO の AOT の方が海

上や北アメリカで小さい値となっている。受動型センサでは、薄い巻雲とエアロゾルを区別する

のが難しいため、MODISのAOTは10%から15%過大評価される傾向にある[Kaufman et al., 2005]。
一方、CALIPSO ライダーでは、非常に薄いエアロゾルを検出しにくいため、過小評価する傾向に

ある。これらの影響により、CALIPSO の AOT は MODIS の AOT より小さくなっていると考えら

れる。 
 
 

 
図 1. 晴天大気におけるエアロゾルの光学的厚さ（AOT）の年平均値。 MIROC-SPRINTARS の 435 – 678 

nm の波長で重み付き平均した AOT（左図）、CALIPSO の 532nm の AOT（中央図）、MODIS の

550nm の AOT（右図）。 
 
 
エアロゾルの散乱・吸収特性を表す指標として SSA がよく用いられる（図 2）。MIROC では、

炭素性エアロゾルの発生源付近であるアジアやアフリカなどで、SSA が 0.94 以下となっているが、 
全球的に CALIPSO や AERONET の SSA の値より大きく、散乱特性の強い粒子が広く分布してい

ることが確認できる。一方、ライダーの観測では SSA を直接的に見積もることが出来ないため、

CALIPSO の SSA は、リトリーバルに用いられるエアロゾル粒子モデルに大きく依存してしまう。

CALIPSO のエアロゾル粒子モデルの海塩粒子以外の粒子タイプでは、SSA が 0.93 以下となる吸

収特性が強い粒子タイプが仮定されているため、CALIPSO の SSA は、AERONET の SSA より小

さい値となっている。 
 
 

 
図 2. 晴天大気における単一散乱アルベド（SSA）の年平均値。MIROC の 435 – 678 nm の波長で重み

付き平均した SSA（左図）、CALIPSO の 532nm の SSA（中央図）、AERONET の 440nm と 675nm
の SSA から内挿した 550nm の SSA（右図）。 
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 図 3 では、MIROC と CALIPSO のデータから見積もった晴天大気における SWADARF の北緯

60 度から南緯 60 度の水平分布を示している。CALIPSO の結果と比較して、MIROC では海上の

AOT が小さいため、小さい負の放射強制力を示している。一方、CALIPSO では、サハラ砂漠や

アラビア砂漠で、正の放射強制力を示している。これは、CALIPSO のダストの SSA が小さく、

地表面からの散乱光を吸収しやすいため、正の放射強制力を示したと考えられる。先行研究であ

る Yu et al. [2006]のモデル平均値（3.30.6 Wm-2）や衛星観測から得られた平均値（5.30.2 Wm-2）

と比較すると、CALIPSO の SWDARF はモデル平均や衛星観測の平均の間の値であり、MIROC の

SWDARF は CALIPSO や先行研究より小さい負値であった（表 1）。MIROC の SSA は CALIPSO
や AERONET より大きく、散乱の強い粒子が支配的であるが、エアロゾルが発生源から遠方まで

運ばれにくいため、海上の AOT が小さくなり、海上の SWDARF も小さい負値であった。これに

より、MIROC の南緯 60 度から北緯 60 度の平均値は、負値が他の研究より小さくなったと考えら

れる。 
 
 

 
図 3. 晴天大気における SWDARF の年平均値。MIROC の SWDARF（左図）と CALIPSO の SWDARF

（右図）。 
 
 
表 1. 晴天大気における SWDARF の年平均値。MIROC と CALIPSO の SWDARF は、北緯 60 度から南

緯 60 度の帯状平均値。Yu2006 は Yu, H., et al. (2006)の複数の観測と複数のモデルの全球平均値と

標準偏差。 
 

 MIROC CALIPSO Yu2006(観測) Yu2006（モデル）

SWDARF [Wm2] 2.1 3.7 5.30.2 3.30.6 
 
 
昨年度に、最新版の MIROC5-SPRINTARS3.84 に、これまで開発してきたエアロゾル同化シス

テムの実装を行った。感度実験を行うと、データ同化システムは良好に作用し、モデル内でエア

ロゾルのカラム量の分布が現実に近く再現されていることが確認できた。そこで、本年度は、こ

の同化システムを用いて、より現実的なエアロゾル分布を再現し、時系列変化などをより詳細に

議論するために、1 年間のデータ同化実験を行った。図 4 は、モデルの標準実験・同化実験と同

化に用いた衛星センサ MODIS の NRL/UND プロダクトとの AOT の差を表している。モデルの標

準実験では、ヨーロッパやロシア、中国、南アメリカでは過大評価となっており、インドや北ア

メリカ、海上で過小評価となっていた。データ同化によって、ユーラシア大陸北部や南アメリカ

の AOT の過大評価は改善し、インド周辺の過小評価も改善した。しかしながら、北部太平洋や北

部大西洋では、アジアやヨーロッパでの AOT の過大評価が顕著であったため、AOT は標準実験

より過小評価となってしまう結果となった。 

 
表 1. 晴天大気における SWDARF の年平均値。MIROC と CALIPSO の SWDARF は、北緯 60 度から南

緯 60 度の帯状平均値。Yu2006 は Yu, H., et al. (2006)の複数の観測と複数のモデルの全球平均値と

標準偏差。 
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図 4. データ同化に用いた MODIS センサとモデルの標準実験と同化実験の AOT の差。標準実験から

観測の AOT を引いた値（左図）。同化実験かから観測の AOT を引いた値（右図）。 
 
 
また、検証のため、データ同化には用いていない船舶に搭載されているスカイラジオメータの

観測とモデル結果の AOT の比較も行った（図 5）。比較に用いた観測データは船舶観測のデータ

であるため、太平洋、大西洋、インド洋、バルト海などの観測があり、場所と時間は観測ごとに

異なっている。モデル結果と観測を比較すると、標準のモデル結果より同化結果の AOT の方が観

測値との差が小さく、散布図のバラツキも小さくなっている。これは、データ同化によって、AOT
の大幅な過大評価がなくなったことにより観測との差が小さくなったためだと考えられる。しか

しながら、今回の同化実験では、データ同化が主に AOT の過大評価を抑えるように機能したため、

光学的厚さが 0.1 以下の場合は、観測値や標準実験より過小評価する結果になった。 
今後、1 年間のモデル・同化結果について、イベント解析などを行い、データ同化がエアロゾ

ルの分布を改善するように作用している事例、改善に寄与しない事例などを調べ、エアロゾルモ

デル・本同化システムの特徴を把握し、更なるシステムの改良を図っていく予定である。 
 
 

 
 
図 5. 観測・モデル実験・データ同化実験の海上での AOT の比較。スカイラジオメータの観測とモデ

ル実験結果の比較（左図）とスカイラジオメータと同化実験結果の比較（右図）。 
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4. まとめ 

MIROC-SPRINTARS の SSA は CALIPSO や AERONET より大きく、散乱の強い粒子が広く分布

しているが、エアロゾルが発生源から遠方まで運ばれにくいため、海上の AOT が小さくなり、

SWDARF の負値が他の研究より小さくなっていると考えられる。 
最新版の全球エアロゾル輸送モデル MIROC5-SPRINTARS3.84 にデータ同化システムを導入し、

1 年間のデータ同化実験を行った。データ同化によって、ユーラシア大陸北部や南アメリカの AOT
の過大評価が改善し、インド周辺の過小評価も改善した。しかしながら、北部太平洋や北部大西

洋では、アジアやヨーロッパでの AOT の過大評価が顕著であったため、AOT は標準実験より過

小評価する結果となった。 
また、本研究によって開発されてきた MIROC-SPRINTARS のエアロゾル同化システムは、

GOSATミッションにおけるTANSO-FTS放射計による気柱二酸化炭素量の導出アルゴリズムにも

試験的に使用され始めている。 
 
 
5. 今後の研究展望 
・ エアロゾル同化システムの構築と SPRINTARS モデルの高精度化の 2 つを組み合わせて、

GOSAT ミッションに対して、より正確なエアロゾル情報を提供する。 
・ GOSAT のデータを本モデルと組み合わせることによって、より正確なエアロゾルの放射強制

力の評価を試みる。 
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University of Tokyo 
Nick Schutgens, Clarendon Laboratory, University of Oxford 
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Daisuke Goto, Center for Regional Environmental Research, National Institute for Environmental Studies 
 
Abstract:  

In a previous study by Yu et al. [2006], an intercomparison of the shortwave direct aerosol radiative 
forcing (SWDARF) between global aerosol-transport models and satellite measurements indicated that the 
magnitude of the SWDARF estimated by our global aerosol model, MIROC-SPRINTARS, was lower than 
that estimated from satellite measurements and by other aerosol transport models. The Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) Forth Assessment Report (AR4) and Fifth Assessment Report (AR5) 
pointed out that the diversity of aerosol radiative forcing among models is caused by the complexity of 
aerosol processes in the atmosphere.  

We improved the optical properties of aerosols and clouds in MIROC-SPRINTARS and performed a 
simulation using this model. In MIROC, aerosols were rarely transported in a horizontal direction and the 
aerosol optical thickness (AOT) over the ocean was smaller than that of the observations. As a result, the 
clear-sky SWDARF of MIROC was less negative than that of CALIPSO and previous studies. 

We have implemented our aerosol assimilation system using the local ensemble transform Kalman 
Filter (LETKF) into the latest version of MIROC5, including the latest version of SPRINTARS, version 
3.84. We performed a one-year assimilation experiment with AERONET, MODIS, and CALIPSO 
measurements. In the standard simulation, AOT was overestimated in Europe, Asia, and South America 
and AOT was underestimated over the ocean. On the other hand, the overestimation of AOT over land was 
suppressed in the assimilated results, but AOT over the ocean was still underestimated.  

Recently, the MIROC-SPRINTARS assimilation system has been used for the retrieval algorithm of 
the column amount of carbon dioxide using radiance spectra observed by the FTS (Fourier Transform 
Spectrometer) onboard the GOSAT satellite on a trial basis. 
 
Keywords:  
GOSAT, carbon dioxide, aerosol 
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Project name: 
Numerical study on cloud systems using NICAM 
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Project leader:  
Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members:  
Tempei Hashino, Research Center for Environmental Changes, Academia Sinica 
Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Abstract: 

Our goal is to evaluate and improve the simulation of cloud and precipitation systems simulated by a 
global non-hydrostatic model, NICAM（Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model), using satellite 
observations. Various types of cloud systems are formed depending on the environment on the earth, 
influencing human society via extreme events including heavy rain and strong winds. Also, the radiative 
forcing associated with cloud systems is one of the largest uncertainties in predicting climate change. To 
evaluate and improve the simulation of cloud systems by NICAM, we perform cloud-resolving simulations 
for regional and specific meteorological events using the NIES supercomputer. 

This year, the original microphysics and modified microphysics of NICAM were evaluated using 
merged CloudSat and Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) data and 
a satellite simulator. Compared to the original microphysics, the modified microphysics improved the 
contoured frequency by temperature diagrams (CFEDs) of 94 GHz radar reflectivities and 532 nm 
backscattering coefficients, of clouds detected by both radar and lidar. However, both microphysics 
experiments overestimated the cloud fractions detected by radar and lidar compared to the observations.  
 
Keywords: 
Cloud system resolving model, precipitation systems, satellite simulator 
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2014 June – 2015 March 
 
Project leader:  
Masaki Satoh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members:  
Tempei Hashino, Research Center for Environmental Changes, Academia Sinica 
Woosub Roh, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
 
1. Research objectives 

It is important to reproduce the realistic cloud precipitation systems of numerical models for 
improving the prediction skills of climate models and data assimilation of satellite data. It is possible for 
the global nonhydrostatic model NICAM（Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model）to simulate 
global cloud systems explicitly with various levels of temporal and spatial resolution, and it is expected to 
be the next GCM to predict climate and hydrology cycles. This research aims at evaluating the cloud 
precipitation systems of NICAM using satellite data and a satellite simulator for the understanding of the 
physical processes of clouds and precipitation.  
 
Keywords： 
Global cloud system resolving model, precipitation systems, satellite simulator 
 
 
2. Record of supercomputer use 
 
2.1  Devoted computing time (April 1, 2014 - March 31, 2015) 

CPU hours  v_deb (Debug)   : 11.76 hours 
v_cpu (1CPU)   : 0.00 hours 
v_8cpu (8CPU)  : 8.87 hours 
v_16cpu (16CPU) : 0.00 hours 
Total           : 20.62 hours 

 
2.2  Details of supercomputer usage 

The NIES supercomputer was used mainly for the calculation of radiances of the NICAM results with 
a satellite simulator. The several sensitivity tests of cloud system resolving simulations were conducted 
with a stretched grid in NICAM. The visualizations and statics were done using the workstation of 
Atmosphere and Ocean Research Institute. 
 
 
3. Research progress and results 
 
3.1 Outline 

In fiscal year 2014, we evaluated NICAM Single-moment Water 6 (NSW6, Tomita 2008) and the 
modified NSW6 (Roh and Satoh 2014) which was introduced last year. They were evaluated by the cloud 
frequencies of CloudSat radar and Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation 
(CALIPSO) lidar over the globe using a satellite simulator. The methodology of Hashino et al. 2013 was 
also used, such as the diagrams called cloud-top beta-temperature radar-conditioned (CT BETTER) 
diagrams, and the contoured frequency by temperature diagrams (CFEDs) method, to evaluate the effects 
of microphysics on the cloud properties of NICAM.  
 
 

2.1  Devoted computing time (April 1, 2014 - March 31, 2015) 
CPU hours  v_deb (Debug)    : 11.76 hours 

v_cpu (1CPU)    : 0.00 hours 
v_8cpu (8CPU)   : 8.87 hours 
v_16cpu (16CPU)  : 0.00 hours 
Total            : 20.62 hours 

April － 2015 March
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3.2 Research Background and Purpose 
Clouds make important contributions to the global energy budget and play a key role in climate and 

weather modeling. They reflect shortwave solar radiation, and absorb and reemit longwave infrared 
radiation, both of which control the energy budget of the atmosphere. Various cloud properties, such as 
cloud fraction and cloud amounts of liquid and ice hydrometeors, with different cloud depths and cloud top 
heights, must be reproduced well by global atmospheric models in order for the models to be trusted. 

Cloud system resolving models (CSRMs) are a good tool for understanding and predicting cloud 
systems. CSRMs are generally defined to be models with a horizontal grid spacing small enough to be able 
to explicitly simulate individual clouds and cloud systems. CSRMs can represent sophisticated and realistic 
cloud microphysical processes, and they can resolve the time evolution, structure, and life cycles of clouds 
and cloud systems. The increase in computer speed and resources in recent years has expanded the 
integration time and horizontal domain size of CSRMs, and it is now possible for a next-generation climate 
and global circulation model to reproduce multiscale interactions of cloud and precipitation systems. Miura 
et al. (2007) succeeded in reproducing realistic Madden-Julian Oscillation events such as large-scale cloud 
organizations and their eastward propagation using global cloud system resolving models (GCSRM).  

The evaluation of microphysics in CSRMs using observations such as ground observations and 
satellite data is an important issue. Roh and Satoh (2014) succeeded in improving single bulk microphysics 
using The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) and a satellite simulator following the method of 
Matsui et al. (2009). Roh and Satoh (2004) introduced ice nucleation (Hong et al. 2004) and turned off the 
accretion process of graupel based on Lang et al. (2007) in order to reduce the overestimation of graupel. 
They found appropriated size distributions of precipitating hydrometeors using sensitivity tests to improve 
the cloud statistics of TRMM precipitation radar (PR) and the 11 m brightness temperature. For example, 
they used snow size distribution as per Field et al. 2005 to reproduce a realistic echo top height of TRMM 
PR. They increased the N0 of the graupel size to reduce maximum radar reflectivity. However, they only 
focused on precipitating clouds using TRMM PR and the 11 m infrared (IR) channel. 

Data from the CALIPSO (Winker et al. 2003) and CloudSat (Stephens et al. 2002) satellites are 
available for analyzing the vertical structures of precipitating and non-precipitating clouds. TRMM 
quantifies how much precipitating particles fall in a tropical atmosphere and it is insensitive to water and 
ice clouds. CloudSat employs millimeter-wavelength radar to observe the vertical profiles of most cloud 
condensates and precipitations within its nadir field of view. The CALIPSO lidar is sensitive to subvisible 
cirrus clouds. 

The CALIPSO and CloudSat data have a narrow field of view. Many studies have been carried out to 
compare cloud properties using global atmospheric models. CALIPSO (Chepfer et al. 2008), CloudSat 
(Bodas-Salcedo et al. 2008; Masunaga et al. 2008), and both CALIPSO and CloudSat (Satoh et al. 2010; 
Inoue et al. 2010; Hashino et al. 2013) have been used to evaluate the vertical structure of clouds and the 
horizontal distribution of high clouds in global models. Masunaga et al. (2008) found that GCSRM 
contoured frequency by altitude diagrams (CFADs) qualitatively reproduced CloudSat CFADs, except that 
GCSRM tended to overproduce snow in deep convections. Satoh et al. (2010) evaluated the CFADs of 
CALIPSO and CloudSat and they found that a cloud microphysics scheme with a graupel category 
improved the bias of CFADs. 

We have proposed a simple way of evaluating the water content and the sizes of liquid and ice 
hydrometeors using signals (Hashino et al. 2013) by means of Joint simulator and a merged dataset for 
CloudSat radar and CALIPSO lidar (Hagihara et al. 2010) (hereafter, CSCA-MD). This is a synergetic 
use of radar and lidar signals which exploits the different sensitivities of these instruments on effective 
radius for a given mass content. 

Below, we compare and analyze two simulations using two microphysics schemes utilizing 
CSCA-MD and Joint simulator. We investigated cloud frequencies based on CloudSat radar and CALIPSO 
lidar. We followed the methodology of Hashino et al. 2013, i.e. used diagrams called CT BETTER 
diagrams, and the CFEDs method was used to evaluate the effects of microphysics on the cloud properties 
of NICAM.  
 
3.3 Numerical simulations 

NICAM was carried out employing a global version of NICAM with a 3.5 km horizontal 
resolution, courtesy of Dr. Nasuno at the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
(JAMSTEC), using the supercomputer Earth simulator. The integration time was from 12 UTC 15 to 
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12 UTC 18 June 2008. The first day was used for spin-up time. The NICAM simulations were 
initialized with European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) Year of Tropical 
Convection (YOTC) data with a 0.5-degree resolution for winds, temperature, relative humidity, and 
geopotential data. The sea surface temperature was calculated with a slab ocean scheme and nudged to 
Reynolds weekly sea surface temperature (SST) for a 5-day relaxation time, but other variables were 
integrated without the nudging process. We tested two microphysics schemes: the original NSW6 
(Tomita 2008, hereafter CON), and the modified NSW6 (Roh and Satoh 2014, hereafter MODI). The 
sensor simulator used was the EarthCARE Active Sensor simulator (EASE, Okamoto et al. 2007, 
2008; Nishizawa et al. 2008). In order to increase the sample size, the CSCA-MD for the month of 
June 2008 was compared to the simulations. 
 
3.4 Results 

Figure 1 shows the zonal cloud fractions defined by three cloud masks: C1 (detected by only radar), 
C2 (detected by only lidar), and C3 (detected by both radar and lidar). All simulations show a similar 
vertical structure of peaks depending on latitude and temperature for the C1, C2, and C3 cloud fractions. 
However, the simulations show an overestimation of frequencies for cloud masks C1, C2, and C3. NICAM 
has an overproduction of C2 clouds under -40°C, which means that NICAM reproduces optically thin anvil 
clouds over the tropical region. MODI and CON show a similar pattern of cloud fractions. However, the 
cloud fraction in MODI is overestimated compared with CON. Therefore, it is necessary to reduce the 
cirrus clouds when comparing observations and CON. 

 
 

Figure 1. Comparison of zonal cloud fractions for 2008 January. a), b), and c) are from the merged dataset. 
d), e), and f) are from CON. g), h), and i) are from MODI. Probability distribution functions of 
cloud occurrences are shown on the left side of the diagram. 

 

 

 
Figure 1.   Comparison of zonal cloud fractions for 2008 January. a), b), and c) are from the merged dataset. 

d), e), and f) are from CON. g), h), and i) are from MODI. Probability distribution functions of 
cloud occurrences are shown on the left side of the diagram. 
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Figure 2. Same as the MODI cloud fractions in Figure 1 except for using a minimum detectable 
ice/liquid water content of 0.001 gm-3. 

 
 

We investigated the effect of minimum detectable ice water content (IWC) and liquid water content 
(LWC) on cloud fractions. According to Okamoto et al. (2010), the minimum detectable ice water content 
is a function of the effective radius and ice crystal habits. The minimum detectable IWC is 10-3 gm-3 when 
the effective radius is near 100 m for a special shape (Fig. 3 in Okamoto et al. 2010). When we change the 
threshold values of the minimum detectable IWC and LWC from 10-9 to 10-3 gm-3 in Joint simulator for the 
MODI case, the bias of overproduction is reduced for clouds for C1 and C2 (Fig. 2a, b). Therefore, it is 
important to determine the minimum detectable IWC to simulate the cloud fraction. 
 

 
 

Figure 3. Comparison of global CFED for 2008 June for cloud mask C3. a) and d) are from the merged 
dataset. b) and e) are from CON. c) and f) are from MODI. Color fills indicate the frequency for a 
given temperature. White lines indicate the 5th, 25th, 50th, 75th, and 95th percentiles. The lower 
panels are the PDFs of the signals. 
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Figure 3 shows the global CFEDs of 94 GHz radar reflectivities (Ze) and 532 nm back scattering 
coefficients (532) for the merged dataset, CON, and MODI, in cloud mask C3. For the CFEDs of radar 
reflectivities, both microphysics schemes produce an increase in Ze with an increase in temperature similar 
to the observations (Fig. 3a, b, c). However, CON shows two separate modes below 0°C related to snow 
under -40°C and graupel near the melting layer. MODI and the observations have a single mode above the 
melting layer. MODI reproduces a more continuous slope below 0°C compared with CON, and the slope is 
similar to that of the observations, but there is an underestimation of Ze in cold clouds under -60°C. For the 
CFEDs of lidar signals, MODI shows a more realistic probability distribution of log10 (532), closer to the 
observations than CON does (Fig. 3d, e, f). CON also simulates the two discrete modes in the vertical 
profiles of532, like two modes of radar reflectivities (Fig. 3b, e). MODI simulates better the median 
vertical profiles of Ze and532, while MODI underestimates the maximum of Ze and532 compared with 
CON. This means that the size distribution parameterizations of MODI constrain the freedom of size 
distributions. 

 
 

 
 

Figure 4. Comparison of CT BETTER diagram of joint probability density function (JPDF) of ice 
hydrometeors for the 2008 case. a), d), g), and j) are from the merged dataset. b), e), h), and k) 
are from CON. c), f), i), and l) are from MODI. The JPDF scale is logarithmic. White lines indicate 
the 5th, 25th, 50th, 75th, and 95th percentiles. 

 
 

Figure 4 shows a CT BETTER diagram for CSCA-MD, CON, and MODI, which was formulated to 
evaluate the simulated water content and effective radius without the use of retrievals (Hashino et al. 2013). 
A CT BETTER diagram expects an effective radius and IWC, for example, the effective radius decreases 
and IWC increases when 532 increases for a given Ze bin. Therefore, the negative slope of the median 
532 is related to the increase in effective radius with an increase in temperature. Both simulations show a 
negative slope under -15 dBZ. CON shows a separation of signals contributed to by two categories: cloud 
ice and snow. MODI shows no separation between these two categories of cloud ice and snow, which 

- 98 -



CGER-I125-2015, CGER/NIES 

- 99 - 
 

means that there is a continuous transition from cloud ice to snow in MODI. 
MODI has a better agreement with the observations regarding the effective radius of clouds having 

weak radar reflectivities compared with CON. CON overestimates the effective radius under -20 dBZ 
having peaks at -6 and -5.4 in log10 (532). MODI shows a peak at -5.2 of log10 (532) in the regime for 
-30 to -25 dBZ similar to -5.3 in log10 (532) in the observations. This means that MODI shows a similar 
effective radius compared to the observations. 

In the observations, the negative slope for weak radar reflectivities changes to a positive slope for dBZ 
0 to 5 in the CT BETTER diagram. Hashino et al. (2013) considered this finding in a previous study to be 
because the increase in IWC with temperature was so large that the effective radius had to decrease to 
achieve the same Ze. Interestingly, MODI in the present study also shows a positive slope over -10 dBZ as 
noted in the observations. However, CON does not show a positive slope with a higher Ze. 

The simulated signals only cover -6 to -4 of log10 (532), while the observed log10 (532) has a 
range from -6 to -5. This means that NICAM does not reproduce a small effective radius due to the fixed 
effective radius assumption regarding cloud ice. It is necessary to improve the parameterization of the size 
distribution of cloud ice. 

MODI has a better agreement with the CFEDs of cloud mask C3 and CT BETTER diagram than CON. 
However, there are biases such as an overprediction of cloud masks and an underestimation of maximum Ze 
and 532. The reasons for these biases can be the following. First, Roh and Satoh (2014) focused on 
precipitating hydrometeors such as snow, graupel, and rain. These are more sensitive to low-frequency 
microwave channels. In a higher-frequency active sensor such as CloudSat and lidar, the size distribution of 
cloud ice and cloud water is more important than in low frequency channels. Second, the EASE simulator 
uses a lookup table based on effective radius and IWC. The lookup table has been compiled on the 
assumption of log-normal distribution based on cirrus clouds (Okamoto et al. 2003). It is possible that this 
size distribution assumption leads to an underestimation of the effective radius. Hashino et al. (2013) noted 
that one of the reasons for the underestimation of the effective radius probably was related to the possibility 
that the size distribution of the NICAM simulation could be multimodal. 
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4. Summary 

In this report, two microphysics schemes of NICAM were evaluated using merged CloudSat and 
CALIPSO data, and Joint simulator. The CFED of Ze and 532 in cloud mask C3 of MODI showed a 
better agreement with the observations compared to CON. MODI reduced the discontinuous size 
distribution of hydrometeors related to the separate modes in the CT BETTER diagram.  

Evaluations of the horizontal and vertical distributions of cloud fractions and cloud microphysics 
simulated by CSRMs are a first step toward improving weather forecasts and climate prediction. Joint 
simulator is an indispensable tool for a forward approach in which signals simulated based on the models 
are directly compared to satellite observations. Collocated multiple active and passive sensor observations 
are very powerful tools for understanding cloud processes and model biases.  
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5. Future Perspective 
We focused on evaluations of two global cloud system simulations using CloudSat and CALIPSO. We 

will investigate cloud properties in terms of the joint histogram of cloud-top temperature and precipitation 
echo-top heights, in these global simulations based on TRMM. It is known that the depolarization ratio of 
lidar has information about the thermodynamic phases and shapes of ice particles in clouds. We will try to 
devise an evaluation method of NICAM using the depolarization ratio and a satellite simulator.  
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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 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所 佐藤正樹 
共同研究者：中央研究院環境変遷研究センター 端野典平 

東京大学大気海洋研究所 Woosub Roh 
 
要旨： 
 本課題では、全球非静力学モデル NICAM で再現される雲降水場を、衛星観測を用いて評価し、

改良することを目的とする。雲降水システムは地球上の環境に応じて様々な形態で発生し、豪雨

や強風などの顕著現象によって人間社会に大きな影響を及ぼす。また、雲による放射強制力の変

化は気候変動予測において大きな不確定性の要因の一つである。このような雲降水システムの再

現性を評価し改善するため、国立環境研究所のスーパーコンピュータを利用して、領域と気象事

例を絞った雲解像実験を行っている。 
 今年度は、CloudSat と CALIPSO のデータの組み合わせと衛星シミュレータを使って、NICAM
のオリジナルの雲物理スキームと改良した雲物理スキームを検証した。レーダで観測される雲内

の 94GHz のレーダ反射因子とライダで観測される雲内の 532nm 後方散乱係数を、気温を基に作成

した頻度分布として表した図で評価すると、改良したスキームはオリジナルのスキームよりも観

測に近いものを提供できた。しかし、どちらのスキームも雲量はレーダとライダで観測される雲

量に比べると大きい値を提供していることがわかった。 
 
キーワード： 
雲解像モデル、雲降水システム、衛星データシミュレータ 
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研究課題名： 
気候モデル MIROCおよび氷床力学モデル IcIESを用いた過去と将来の気候モデリン

グ 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所 阿部彩子 
共同研究者：東京大学大気海洋研究所 シェリフ多田野サム・小長谷貴志 
 北海道大学大学院地球環境科学研究院 吉森正和 
 情報システム研究機構 国立極地研究所 大石龍太 
 
要旨：  
 全球気候モデルを用いた実験では、CO2など大気中の混合比が空間的に比較的均一な温室効果

ガスの濃度を変化させても、地上気温の変化が極域で特に大きく現れることが良く知られている。

近年の全球規模の温暖化時にも北極域で気温上昇が顕著に大きくなっていることが観測や再解析

データから示されている。これまで、北極の温暖化に寄与するプロセスとして、アルベドフィー

ドバックを含め多くが挙げられてきた。アルベドフィードバックは、北極の温暖化が雪氷の融解

を通じてアルベドの低下をもたらし、吸収される太陽放射量を増加してさらに温暖化を促進する

という正のフィードバックである。一方で、低緯度からの熱輸送の増加などの重要性も指摘され

ている。本研究では、数値実験を通して、北極域から遠く離れた海面水温の上昇と北極域の海氷

や海面水温の変化の相対的寄与を調べ、遠隔影響メカニズムの理解を深め、北極温暖化メカニズ

ムの全体像の理解へとつなげる。 
 本年度は、モデルの座標系に即した厳密な定式化に基づく大気熱輸送の解析を行い、さらに、

気候フィードバック解析法であるCFRAMを適用した。その結果、遠隔地域の温暖化により、冬季

の非定常擾乱を通して水蒸気が高緯度に多く運ばれ潜熱の輸送が増加する一方、北極の温暖化自

体は輸送されてくる乾燥静的エネルギーを減少させることが示された。さらに、CFRAM解析によ

り、モデルにおける大気熱輸送と北極域の各物理プロセス間の関係や相互作用が明らかにされた。

特に、南北熱輸送（湿潤静的エネルギー輸送）を増加させた潜熱の輸送は、水蒸気や雲の温室効

果を通して冬季に北極の温暖化を促進する効果があることが明確に示された。 
 
キーワード： 
気候モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック、大気熱輸送 
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研究課題名： 
気候モデル MIROCおよび氷床力学モデル IcIESを用いた過去と将来の気候モデリン

グ 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：東京大学大気海洋研究所 阿部彩子 
共同研究者：東京大学大気海洋研究所 シェリフ多田野サム・小長谷貴志 
 北海道大学大学院地球環境科学研究院 吉森正和 
 情報システム研究機構 国立極地研究所 大石龍太 
 
 
1. 研究目的 

気候モデルMIROCと氷床モデル IcIESを用いた過去の気候再現を通じた長期気候変動特性の把

握および将来長期予測に関する様々な感度実験を行う。全球規模、極域や寒冷圏など地域規模の

気候フィードバックメカニズムを調べ、その理解を深める。国立環境研究所のスーパーコンピュ

ータシステムを利用した過去の関連課題「MIROC 中解像度版および氷床力学モデルと炭素循環モ

デルを用いた古気候数値実験と温暖化予測」で行われてきた知見を生かして、本課題では、全球

だけではなく、極域など地域的な気候変動を規定する気候フィードバックを調べ、さらに感度実

験を行うことにより理解を深める。 
 
キーワード： 
気候モデル、北極温暖化増幅、気候フィードバック、大気熱輸送 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間    v_deb（デバック用）: 0.00 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
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3. 研究結果 
 
3.1 概要 

昨年度に引き続き、大気中の CO2濃度が増加した際に北極が全球平均に比べて著しく温暖化す

る現象（北極温暖化増幅）のメカニズムを理解するために、放射強制に対する北極域のローカル

な応答と低緯度などの北極外の変化が北極に与えるリモート影響を数値実験によって分離して評

価した。今年度は特に、いくつかの追加実験を行うとともに熱輸送解析を厳密に診断するための

出力変数の追加、放射カーネルの作成やそれを用いた実験結果の解析、大気境界層の鉛直拡散に

関わるパラメータの走査実験を行った。その結果、MIROC3 モデルにおける大気熱輸送の変化と

北極の温暖化をもたらすフィードバック過程の関係が明らかになった。 
 
3.2 背景と目的 
全球気候モデルを用いた実験では、CO2 など大気中の混合比が空間的に比較的均一な温室効果

ガスの濃度を変化させても、地上気温の変化が極域で特に大きく現れることが良く知られている。

近年の全球規模の温暖化時にも北極域で気温上昇が顕著に大きくなっていることが観測や再解析

データから示されている。これまで、北極の温暖化に寄与するプロセスとして、アルベドフィー

ドバックを含め多くが挙げられてきた。アルベドフィードバックは、北極の温暖化が雪氷の融解

を通じてアルベドの低下をもたらし、吸収される太陽放射量を増加してさらに温暖化を促進する

という正のフィードバックである。一方で、低緯度からの熱輸送の増加などの重要性も指摘され

ている。本研究では、数値実験を通して、北極外の海面水温の変化と北極域の海氷や海面水温の

変化の相対的寄与を調べ、遠隔影響メカニズムの理解を深める。 
 
3.3 数値シミュレーション 
昨年度は、温暖化時に北極外の CO2増加に対する応答が北極に及ぼす影響と北極が CO2の増加

にローカルに応答する影響を調べるために、要因分離実験を行った。本年度は、その追加実験と

して、(1) 海面水温や海氷分布は固定して大気 CO2 濃度のみを増加させた実験、(2) 南半球および

北半球低緯度に 1 倍 CO2時の海面水温と北半球中・高緯度に 2 倍 CO2時の海面水温と海氷分布を

与えた実験、(3) 遠隔影響を調べる領域を変えた実験などを行った。また、大気熱輸送解析を厳密

に行うために、Keith（1995）の定式化に基づき、速度や温度の共分散項を求める際に、モデル内

で大気モデル各層の質量を時間ステップ毎に重み付けした変数の出力を追加した。さらに、放射

コードを用いて、大気上端だけでなく全層の放射フラックスに対する放射カーネルを作成した。 
次に、Yoshimori et al.（2014）で重要性が指摘された、地表付近の成層過程と北極域の温暖化の

関係を調べるために、鉛直拡散に関係するパラメータ（鉛直拡散の最小値と鉛直拡散が起きる風

速の最小値）を走査して感度実験をおこなった。パラメータの走査範囲は Yoshimori et al.（2011）
に基づいて現実的な値と判断されるもののうち最大値と最小値を用いた。2 組の実験を行った。1
組目はそれぞれのパラメータで 1xCO2と 2xCO2実験、2 組目は、背景場が変わる効果を除くため

に、いわゆる Q-flux をパラメータ値ごとに作成し直し背景場を近づけた上で、それぞれのパラメ

ータで 1xCO2と 2xCO2実験を行った。 
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3.4 結果 
 本年度行った熱輸送解析およびフィードバック（CFRAM）解析によって明らかになった結果

を中心にまとめるが、解釈を容易にするため、主な実験の概要を昨年度に引き続き図 1 に再掲す

る。CFRAM 解析は、従来の放射フィードバック解析と異なり、個々の物理プロセスの役割が地

表面温度と大気温度変化への寄与として同時に定量化され、地球平均だけでなく地域的な気温変

化を決めるプロセスを調べるのに有効である。したがって、大気温度の上昇によって説明されて

きた地表面温度の上昇分が各物理プロセスの寄与として説明され、同様に、地表面温度の上昇に

よって説明されてきた大気温度の上昇分が各物理プロセスの寄与として説明される。具体的には、

フィードバックプロセスを各格子点でのエネルギーフラックス収束への寄与を通して、外部強制

による寄与、水蒸気の放射効果、地表面アルベドの放射効果、雲の放射効果、力学過程（大気顕

熱輸送など）の寄与、積雲対流の寄与、大規模凝結の寄与、地表面熱フラックスと鉛直熱拡散の

寄与、海洋熱吸収の効果などに分けて評価する。 
 
 

 
 

図 1. 実験の模式図（A-RA では、35-45N の海面水温 SST は線形に変化）。 
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図 2 は、コントロール実験からの大気の湿潤静的エネルギーと潜熱輸送の変化を表している。

両者の差は、乾燥静的エネルギー輸送の変化になる。CO2倍増実験（AS-2xCO2）では、北半球に

おいて湿潤静的エネルギーと潜熱輸送の両方が増加しているが、これは北極から離れた場所の海

面水温が上昇した（A-RMT と AS-RMT）ことによる。北半球高緯度が温暖化した効果は、逆に乾

燥静的エネルギー輸送の低下をもたらしている（AS-LCL、AS-RMT と A-RMT の差）。北緯 70
度付近に注目すると、北極への熱輸送は、遠隔地域が温暖化したことにより、水蒸気輸送をとも

なって増加していることがわかる。図 3 は北緯 70 度における、潜熱輸送の季節変化を非定常擾乱

による寄与とそれ以外も含めた寄与に分けて表したものである。この図から、非定常擾乱の寄与

が支配的であることがわかる。実際、ストームトラックに沿って、潜熱輸送が増加していること

が確認される（図省略）。 
 
 

 
 

図 2. 大気北向き熱輸送の変化 (PW): (a) 湿潤静的エネルギー; (b) 潜熱。 
 
 
 

 
 

図 3. 北緯 70 度の大気北向き熱輸送の季節変化 (PW): (a) 潜熱; (b)非定常擾乱によって輸

送された潜熱。 
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CFRAM 解析の結果を図 4 に示す。各項の寄与に分離して評価した合計（図中 SUM）と実験結

果（SIM）が比較的良く一致している。Yoshimori et al. (2014) で示されているように、夏にアルベ

ドフィードバックにより余剰の熱エネルギーが海洋に吸収され、それが冬に放出されることによ

って北極の温暖化が地表付近で顕著になっている。なお、A-RMT 実験については、北半球高緯度

の海面水温を固定しているため、同様の図は示していない。図 5 はアルベドフィードバックと海

洋熱吸収の効果以外の項の寄与（図 4 の OTHERS）についての主な内訳を表し、図 6 と図 7 のよ

うにその解釈がまとめられる。 
 
 

 
 
 

図 4. CFRAM 解析によって診断された、コントロール実験からの月ごとの地表面温度変化への寄与     
(°C): (a) AS-2xCO2; (b) AS-LCL; (c) AS-RMT. ALB: アルベドフィードバック、 RESS: 雪氷融

雪と海洋熱吸収、 OTHERS: その他,、SUM: すべての項の合 (SUM=ALB+RESS+OTHERS)、
SIM: 実験結果の地表面温度変化。縦軸の地表面温度への寄与は 70 度以北を平均。 

 
図 4. CFRAM 解析によって診断された、コントロール実験からの月ごとの地表面温度変化への寄与     

(°C): (a) AS-2xCO2; (b) AS-LCL; (c) AS-RMT. ALB: アルベドフィードバック、 RESS: 雪氷融

雪と海洋熱吸収、 OTHERS: その他,、SUM: すべての項の合 (SUM=ALB+RESS+OTHERS)、
SIM: 実験結果の地表面温度変化。縦軸の地表面温度への寄与は 70 度以北を平均。 

- 108 -



CGER-I125-2015, CGER/NIES 

- 109 - 
 

 
 

図 5. CFRAM解析によって診断された、コントロール実験からの月ごとの地表面温度変化への寄与 
(°C): (a) A-RMT; (b) AS-RMT; (c) AS-RMTとA-RMTの差. WVP: 水蒸気、 CLDS: 雲（短波）、

CLDL: 雲（長波）、LSC: 大規模凝結、DYN: 移流、 EVAP: 蒸発冷却。 
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A-RMT 実験の CFRAM 解析結果から明らかになった低緯度から高緯度への遠隔影響を図 6 にま

とめる。低緯度が昇温することにより、高緯度への水蒸気輸送、すなわち潜熱輸送が増加し、凝

結の際に大気を暖める。なお、アルベドフィードバックは北極全域にわたって正であり、水蒸気

輸送の増加がもたらす降水（雪）量の変化による寄与は小さい。大気温度の上昇は下向き長波放

射の増加を通して地表面温度を上昇させる。また、地表付近を成層化させるために蒸発が減り、

結果的に蒸発冷却を減少させるため、地表面温度の上昇へ寄与する。さらに、高緯度への水蒸気

輸送は水蒸気と雲による温室効果を大きくするため、地表面温度を上昇させる。顕熱輸送の増減

は緯度によって異なるが北緯 70 度ではわずかに増加する。いずれにしても、水蒸気輸送は潜熱の

解放に加えて水蒸気と雲の温室効果を伴うため、顕熱輸送よりも効果的に高緯度の温暖化に寄与

する。 
図 7 は、AS-RMT 実験と A-RMT 実験の CFRAM 解析結果の差、すなわち高緯度の海面水温と

海氷が遠隔影響に応答することによって引き起こされるフィードバック過程を表す。地表面温度

の上昇は、当然アルベドフィードバックによりさらなる温暖化を引き起こす。ただし、海洋の熱

吸収と放出の効果により、昇温は秋から冬にかけて起きる。地表の昇温は、蒸発の増加による負

のフィードバックをともなうものの、大規模凝結による潜熱解放、水蒸気と雲による温室効果は

正のフィードバックとして働く。雲の増加は夏に日傘効果により負のフィードバックとして働き、

冬の乾燥静的エネルギー輸送の減少は負のフィードバックとして働く。 
 
 
 

 
 

図 6. A-RMT 実験の CFRAM 解析結果から浮上した低緯度から高緯度への遠隔影響の模式図。上向

きと下向きの矢印はそれぞれ増加と減少を表す。主な過程のみ図示。 
 
 
 

 
 

図 7. AS-RMTとA-RMT実験のCFRAM解析結果の差から浮上した地表面温度の上昇から引き起こ

れるフィードバック過程の模式図。上向きと下向きの矢印はそれぞれ増加と減少を表す。主な

過程のみ図示。 
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追加実験によって、海洋のフィードバックを除いた場合のCO2の効果が大きさや季節性も含め

て比較的弱いことや北半球高緯度の昇温が乾燥静的エネルギーの北向き輸送を減少させることな

どが、一連の感度実験の枠組みの中で、整合的に確認された。 
鉛直拡散に関するパラメータを走査した実験では、背景場が異なる場合には、パラメータ値に

よって北極の昇温の程度は大きく変わるものの、背景場を近づけた実験では、パラメータ値によ

って大きな違いは見られなかった。このことから、現実的な現在気候を再現するモデルでは、こ

の特定のパラメータ値の不確実性は将来予測に大きく寄与しないことが示唆される。同時に、モ

デルによる現在気候再現の重要性も指摘される。 
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4. まとめ 

CO2 増加に対する北半球高緯度の直接的な応答と他地域が温暖化することに対して北半球高緯

度が応答する寄与に分けて評価するための数値実験を通して、北極の温暖化メカニズムの理解を

深めた。結果として、大気熱輸送と北極の各物理プロセス間の関係が明らかにされた。北極域へ

輸送された水蒸気は、潜熱の解放だけでなく、水蒸気や雲の温室効果、すなわち放射を通しても

北極域を温める効果があり冬季の北極の温暖化を促進する効果があることが示された。 
 
 
5. 今後の研究展望 

本研究では、実験設定の都合上、海洋混合層モデルを用いた平衡応答に関してのみ議論してい

る。実際に観測されるデータは、海洋の熱輸送の効果を含んだ過渡応答であり、大気海洋結合モ

デルを用いて同様の実験を工夫することにより、観測データと結びつけて理解を深めることがで

きると期待される。一方、長期の気候予測という点では、平衡応答を理解することも重要である。

その場合には、植生分布の変化などより複雑な地球システムという点で議論することも重要であ

る。いずれにしても、本研究を通して、感度実験とフィードバック解析を併用することによって、

気候変動のメカニズム理解につながることが示されたことは意義深い。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Yoshimori, M., A. Abe-Ouchi, M. Watanabe, A. Oka, and T. Ogura (2014): Robust seasonality of Arctic 

warming processes in two different versions of MIROC GCM. J. Climate, 27(16) 6358-6375. 
 
6.2 誌上発表（査読なし） 
該当なし。 
 
6.3 口頭発表 
該当なし。 
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6.4 その他（書籍等） 
該当なし。 
 
 
7. 連絡先 
 
阿部彩子 
〒277-8568 千葉県柏市柏の葉 5-1-5 総合研究棟 国立大学法人東京大学大気海洋研究所 
Tel: 04-7136-4405   Fax: 04-7136-4375 
E-mail: abeouchi@aori.u-tokyo.ac.jp 
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Project name: 
Paleoclimate modeling and global warming experiments using MIROC–med and an 
Ice Sheet Model (ICIES) 
 
2014 April–2015 March 
 
Project leader: 
Ayako Abe-Ouchi, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Project members: 
Takashi Obase and Sam Sherriff Tadano, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of 
Tokyo 
Masakazu Yoshimori, Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 
Ryouta O'ishi, National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems 
 
Abstract: 

It is well known that the Arctic warms much more than the rest of the world even under relatively 
uniform radiative forcing such as that due to atmospheric CO2 concentration. Recent observations and 
reanalysis data verify this characteristics of global warming. While the albedo feedback is often referred to 
as the explanation of the enhanced Arctic warming, the importance of the atmospheric heat transport from 
the lower latitudes has also been pointed out in previous studies. In the current study, we conducted 
experiments that enabled us to separate the contribution of the local Arctic response to the CO2 increase 
and the influence of sea surface warming in remote regions. 

We analyzed the atmospheric heat transport based on the formulation strictly following the model’s 
vertical coordinate system, and on the feedback analysis called Climate Feedback-Response Analysis 
Method (CFRAM). As a result, the remote influence on the Arctic warming was predominant and it was led 
by the increase of latent heat transport through the transient eddy activity. It was also shown that the 
dry-static energy transport to the Arctic was reduced once the Arctic responded to the local or remote 
forcing and warmed up. The CFRAM analysis revealed a link between the heat transport change and the 
Arctic response and interactions between the feedback processes. In particular, increased latent heat 
transport, which caused the northward transport of total heat (moist static energy) to the Arctic, warms the 
Arctic in winter not only via latent heat release but also via radiative greenhouse effect of water vapor and 
clouds. 

 
Keywords: 
Climate model, arctic warming amplification, climate feedbacks, atmospheric heat transport 
 
 

April － 2015 March
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研究課題名： 

風波気液界面における熱輸送機構の解明とモデリング 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 黒瀬良一・高垣直尚 
 
要旨： 

近年、世界各地で集中豪雨などの異常気象や強い熱帯低気圧による被害が深刻な問題となって

いる。これらの気候変動を予測する上で、風波気液界面を通しての熱の輸送機構を解明し、信頼

性の高いモデルを構築することが重要である。本研究では、風波乱流場における気液両相の温度

場ならびに気相比湿場に対して直接数値シミュレーション（DNS）を適用することにより、気液

界面を通しての熱輸送（潜熱および顕熱の輸送）と気液両相の流動場との関連性について調査し

た。界面追跡法には、界面形状に合わせて境界適合格子をステップごとに再構築する ALE 法を採

用し、界面における境界条件として、速度場には応力のつりあいを、温度場ならびに比湿場には

全熱、潜熱、顕熱、放射熱のつりあいを与えた。本研究の結果、気液界面を通しての潜熱輸送量

に対する顕熱輸送量の比であるボウエン比は実測値と良く一致し、本 DNS により現実の風波乱流

場および気液界面を通しての熱輸送現象が良好に再現されることを確認した。また、風波気液界

面を通しての熱輸送は気液両相の組織的な渦構造と風波形状の影響を受けることがわかった。 
 
キーワード： 
熱輸送、気液界面、海洋、風波、DNS 
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研究課題名： 
風波気液界面における熱輸送機構の解明とモデリング 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：京都大学大学院工学研究科 小森 悟 
共同研究者：京都大学大学院工学研究科 黒瀬良一・高垣直尚 
 
 
1. 研究目的 
 気液二相乱流である風波乱流場に対して直接数値計算（Direct Numerical Simulation; DNS）を

適用することにより、風波気液界面を通しての熱の輸送機構（潜熱および顕熱の輸送機構）を明

らかにし、そのモデルを構築することを目的とする。 
 
キーワード： 
熱輸送、気液界面、海洋、風波、DNS 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間     v_deb（デバック用）: 388.84 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 23,893.68 hours 

                   計         : 24,282.52 hours 
 
2.2  利用概要 
本計算は京都大学工学研究科機械理工学専攻環境熱流体工学研究室で開発した並列計算対応の

3 次元数値シミュレーションコードを用いて行った。また、計算結果のプリ・ポスト処理に対し

ては非並列計算を行った。 
 
 
3. 研究結果 
 
3.1 概要 

本研究では、風波乱流場における気液両相の温度場ならびに気相比湿場に対して DNS を適用す

ることにより、気液界面を通しての熱輸送と気液両相の流動場との関連性について調査した。そ

の結果、風波気液界面を通しての熱輸送は気液両相の組織的な渦構造と風波形状の影響を受ける

ことがわかった。 
 
3.2 背景と目的 
近年、世界各地で集中豪雨などの異常気象や強い熱帯低気圧による被害が深刻な問題となって

いる。これらの気候変動を予測する上で、風波気液界面を通しての熱・物質輸送機構を解明し、

信頼性の高いモデルを構築することが重要である。これまで海洋観測や風洞水槽を用いた室内実

験により、温度場や濃度場の測定が行われてきた（例えば、Large and Pond 1982, Komori et al. 2011）。
しかし、複雑に移動、変形する界面近傍を正確に測定することは困難であり、熱・物質輸送機構

 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間     v_deb（デバック用） : 388.84 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 23,893.68 hours 

                   計          : 24,282.52 hours 
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の解明は十分ではない。このような測定が困難な場に対して、数値シミュレーションは有効であ

り、これまでにも風波乱流場に対して直接数値シミュレーション（DNS）が行われてきた。しか

し、それらは、液相の物質輸送のみを対象としたものが多く（例えば、Komori et al. 2010, Takagaki 
et al. 2015）、気液両相の熱輸送を対象としたものは少ない。そこで、本研究では、風波乱流場に

おける気液両相の温度場ならびに気相比湿場に対して DNS を適用し、気液界面を通しての熱輸送

と気液両相の流動場との関連性について調査した。 
 
3.3 計算方法 

支配方程式は、連続の式、Navier-Stokes方程式、エネルギー方程式ならびに比湿の移流拡散方程

式である。ただし、比湿場は蒸発のみを考慮（凝縮は無視）した気相のみを解き、温度および比

湿はパッシブスカラとして扱った。 
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ここで、vi、T、qは速度ベクトル、温度、比湿であり、Re、Pr、Sc は Reynolds 数、Prandtl 数、Schmidt
数である。また Pは重力を加味した圧力である。 
界面追跡法には、界面形状に合わせて境界適合格子をステップごとに再構築する ALE（Arbitrary 

Lagrangian-Eulerian Formulation）法を採用した。界面における境界条件として、速度場には応力の

つりあいを、温度場ならびに比湿場には全熱、潜熱、顕熱、放射熱のつりあいを与えた。 
図 1 に本計算で採用した計算領域を示す。x、y、z方向をそれぞれ主流、スパン、鉛直方向とし

て、気液界面をはさんで上側を気相、下側を液相とした。領域サイズは 10cm×4.85cm×3.75cm、格

子点数は 201×98×181 とした。数値解法は有限差分法に基づく MAC 法を用いた。本計算では初期

気側一様流速を U∞ = 5.0m/s、初期気側摩擦速度を ua
* = 0.24m/s とした。初期気側一様流速と気相

高さに基づく Reynolds 数は 3900 である。また、Prandtl 数は気相が 0.71、液相が 4.72、気相比湿

場の Schmidt 数は 0.55 である。 
初期の気相の温度を 28℃、液相の温度を 46℃とし、気相の比湿を 0.015g/g とした。また、温度

場ならびに気相比湿場の計算は時刻 t = 3.0s から開始した。 

 
図 1．計算領域。 
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3.4 結果および考察 
はじめに、現実の風波乱流場が形成され、風波気液界面を通しての熱輸送現象が再現されてい

るかを確認するために、気液界面を通しての潜熱輸送量に対する顕熱輸送量の比で定義されるパ

ラメータである、ボウエン比Boを評価した（図2）。図より、計算値は実験値と良く一致しており、

本計算により砕波（散液滴や巻き込み気泡）を伴わない低風速条件下の風波乱流場および輸送現

象が良好に再現されていることがわかる。 
図3に時刻t = 4.5sにおける界面における全熱フラックスの瞬間分布を示す。図中の赤色の点線は

波頭の位置を示す。全熱フラックスは以下の式で算出した。 
 

(5)                                       
i

L
wT

T
kQ

n


  

 
ここで、kw は水の熱伝導率、TL は液相の温度、n は界面の法線ベクトルである。全熱フラックス

の分布には、低フラックス領域にストリーク構造が確認でき、また波頭の風下側においてもフラ

ックスが低くなることが確認できる。 
図4に気液両相の渦度の瞬間分布を示す。渦度は赤色が反時計周りの渦を、青色が時計周りの渦

を示す。図中の細い赤色の矢印と太い赤色の矢印は図3中のものと対応しており、ストリークの位

置を示す。図より、細い矢印で示したストリーク構造は気相の渦構造との関連性を示し、太い矢

印で示したストリーク構造は液相の渦構造との関連性を示すことが確認できる。このことは、熱

フラックスのストリーク構造が気液両相の渦構造の影響を受けて形成されることを示唆する。な

お、波頭の風下側における全熱フラックスの低下は、剥離流により高温・高比湿な流体が滞留す

ることに起因すると考えられる。以上の考察より、風波気液界面を通しての熱輸送は気液両相の

組織的渦構造と風波形状の影響を受けていることがわかる。 
 

 
図 2．ボウエン比。 
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図 3．界面における全熱フラックスの瞬間分布。 

 
 

 
(a) 気相 

 
(b) 液相 

 
図 4．気液両相の渦度の瞬間分布。 
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4. まとめ 
本研究では、風波乱流場における気液両相の温度場ならびに気相比湿場に対して DNS を適用す

ることにより、気液界面を通しての熱輸送と気液両相の流動場との関連性について調査した。そ

の結果、気液界面を通しての潜熱輸送量に対する顕熱輸送量の比であるボウエン比は実測値と良

く一致し、本 DNS により現実の風波乱流場および気液界面を通しての熱輸送現象が良好に再現さ

れることを確認した。また、風波気液界面を通しての熱輸送は気液両相の組織的な渦構造と風波

形状の影響を受けることがわかった。 
 
 
5. 今後の研究展望 
今回は砕波を伴わない低風速条件下での計算のみを実施した。現在は、高風速条件下における

計算を実施し、砕波（しぶきおよび気泡）が風波気液界面を通しての物質および熱の輸送に及ぼ

す影響の調査を進めているところである。 
 
 
6.  研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Takagaki, N., Kurose, R., Tsujimoto, Y., Komori, S., Takahashi, K. (2015) Effects of turbulent eddies and 

Langmuir circulations on scalar transfer in a sheared wind-driven liquid flow. Physics of Fluids, 27, 
016603. 

 
6.2 口頭発表   
木村厚思，辻本悠太，高垣直尚，黒瀬良一，小森 悟（2014）風波気液界面を通しての熱輸送に関する

直接数値シミュレーション. 第 28 回数値流体シンポジウム予稿集, USB.  
 
 
7.  連絡先 
 
小森 悟 

〒615-8540 京都府京都市西京区京都大学桂 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 

Tel: 075-383-3609   Fax: 075-383-3609 
E-mail: komori@mech.kyoto-u.ac.jp 
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Project name:  
Mechanism and modeling of heat transfer across the gas-liquid interface in 
wind-driven turbulence 
 
2014 April – 2015 March 
 
Project leader:  
Satoru Komori, Graduate School of Engineering, Kyoto University 
 
Project member: 
Ryoichi Kurose, Naohisa Takagaki, Graduate School of Engineering, Kyoto University 
 
Abstract: 

It is of great importance to develop reliable ocean-atmosphere coupled models for estimating the heat 
and mass exchange rates across the air-sea interface, not only for the prediction of the global carbon and 
heat cycles closely linked to climate change, but also for the prediction of unusual weather conditions such 
as hurricanes, typhoons and local heavy rain causing natural disasters. In this study, three-dimensional 
direct numerical simulation (DNS) was applied to velocity, temperature and scalar (specific humidity) 
fields in a wind-driven air-water two-phase flow, and the relationship between turbulence structure and heat 
transfer (latent, sensible and radiative heat) across the wind-driven air-water interface was investigated. In 
order to capture the wind-driven air-water interface behavior, an Arbitrary Lagrangian Eulerian formulation 
(ALE) method was employed. To simulate heat transfer across the wind-driven air-water interface, a 
balance of heat flux as interface boundary condition was imposed. The results show that the predicted ratio 
of latent heat exchange rate to sensible heat exchange rate is in good agreement with that in the 
experiments, which supports the validity of the present DNS. The heat transfer across the wind-driven 
air-water interface was found to be affected by vortical structures in the liquid and gas sides and wave 
shape. 

 
Keywords: 
Heat transfer, air-water interface, ocean, wind wave, DNS 
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研究課題名： 
樹木年輪セルロースの酸素同位体を使った気候モデル MIROC の気候変動再現性評価 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：名古屋大学大学院環境学研究科 栗田直幸 
共同研究者：総合地球環境学研究所 中塚 武 
 
要旨： 

樹木年輪セルロースに記録されている酸素同位体比の時系列データを使って過去から現在までの

大気循環場の変化を再現するため、セルロース酸素同位体比を予報変数として出力できる年輪同位体

モデルの開発を行った。中部日本で採取された木曽ヒノキの酸素同位体データを対象とした再現実験

を行い、観測データとの比較から、モデルは年々の変動はよく再現できるものの、その振幅を過大評

価しがちであるという問題点が明らかとなった。この問題は、入力データとして用いた領域スケール

の蒸散量が木曽ヒノキ個体の蒸散量を正確に再現出来ていないことが原因であり、観測データを正確

に再現するには個体蒸散量を入力データとして用いることが必要である。また、再現実験結果を使っ

てセルロース酸素同位体比の変化を規定している環境因子を調べたところ、樹木が蒸散に利用する起

源水の同位体比変化がセルロース同位体比変動の主要因であることが明らかとなった。そして、その

起源水の同位体比は、北太平洋10年規模振動（PDO）といったグローバルな気候変動に応答している

ことを明らかにした。 
 
キーワード： 
樹木年輪同位体モデリング、水安定同位体、北太平洋10年規模振動（PDO） 
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研究課題名： 
樹木年輪セルロースの酸素同位体を使った気候モデル MIROC の気候変動再現性評価 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：名古屋大学大学院環境学研究科 栗田直幸 
共同研究者：総合地球環境学研究所 中塚 武 
 
 
1. 研究目的 
気候変動にともなって地域の水環境がどのように変化してきたか解明するため、樹木年輪セルロー

スに記録されている酸素同位体比変動データを使った水環境復元手法の開発を行う。これまでの研究

では「経験式」を使って酸素同位体比を降水量や乾燥度の指標に変換する手法が一般的であったが、

「経験式」を裏づける物理的解釈が存在しないなど、その解釈には不確実性があると認識されている。

そこで、樹木年輪セルロースの酸素同位体比を予報できる樹木年輪同位体モデルを開発し、過去から

現在までの樹木年輪セルロースの酸素同位体比を出力し、観測値を定量的に評価できる手法を取り入

れることで、より信頼性の高い水環境情報の取得を目指す。 
 
キーワード： 
樹木年輪同位体モデリング、水安定同位体、北太平洋10年規模振動 
 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1 計算機利用時間 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 8.67 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計         : 8.67 hours  
 
2.2 利用概要 
本研究では、MIROC5に水の安定同位体（重水素･重酸素）スキームを組み込んだ、MIROC5-isoを

用いて陸域における水の同位体比分布、および時間変化を予報する。そして、それらのデータを境界

条件として開発する樹木年輪同位体モデルに入力し、各地の樹木年輪セルロースの酸素同位体比を予

報する。本年度は年輪同位体モデルの開発およびその性能評価を中心に行い、MIROC5.0-isoを使った

解析は行わなかった。それゆえ、本年度はベクトル計算機をほとんど利用していない。 
 
 

 
2.1 計算機利用時間 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 8.67 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 0.00 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

              計          : 8.67 hours  
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3. 研究結果 
 
3.1 背景と目的 
近年の計測技術の進歩によって樹木年輪に記録される酸素同位体比（重酸素）データが急増し、こ

の時系列データを使った解析から過去の水環境を再現する研究が数多く試みられている（e.g., Treydte 
et al., 2007）。しかし、この酸素同位体比の変動には、降水過程、地表面過程、植物生理過程といった

複数のプロセスが介在しており、同位体データを定量的に解釈するには数値モデリングが必要となる。

そこで、樹木年輪の酸素同位体比を予報できる気候モデルを開発し、その結果を使って過去に起こっ

た水環境変化とその成因を明らかにする。本研究では、日本を中心としたアジア域を研究対象領域と

し、総合地球環境学研究所が推進するプロジェクト（代表者：中塚 武）を通じて得られる樹木年輪

の酸素同位体データを主に用いて解析を行う。 
 
3.2 計算方法 
開発するモデルは、Roden et al., 2000に基づいて設計する。月平均の気象要素（日中の気温、日中の

湿度、日中の葉面温度、蒸散量）と同位体データ（地表面水蒸気･土壌水）を入力データとしてモデル

に導入し、各月に生成される樹木年輪セルロースの酸素同位体比を予報する。本年度は、中部日本で

採取された木曽ヒノキから得られた同位体時系列データ（時間分解能：年単位）を再現する検証実験

を行い、最適なパラメーターの決定、および年輪同位体モデルの性能評価を行った。検証実験は、気

象要素、同位体データともに揃っている1961～1979年を対象として実施した。 
 
3.3 結果 
木曽ヒノキの成長時期を推定する為に、4月から8月までの各月に生成されるセルロース酸素同位体

比（1961～1979年）を計算し、これを木曽ヒノキから得られた時系列変化と比較した（図 1）。図 1
を見ると、5～7月に生成された年輪同位体比は、観測データと有為な相関関係を示していることがわ

かる。特に、6月に強い相関が見られる（R=0.63）。このことは、今回用いた木曽ヒノキは主に梅雨時

期に年輪形成を行っていることを示している。また、最も相関が高い6月の結果と観測値を比較すると、

モデルは年々変化を合理的に再現するが、その振幅については過大評価していることが看て取れる。

1961～1979年の変動の偏差を計算すると、モデル値の偏差は観測値よりも2倍程度大きい。この原因の

一つは、入力データとして与えた蒸散量の不確実性が考えられる。 
本研究では、近藤ほか（1992）に基づいて熱収支法を使って広域蒸散量を計算したが、広域蒸散量

が木曽ヒノキ個体の蒸散量と一致する保証はない。そこで、年輪同位体モデルの予報値が観測値と一

致する時の蒸散量を個体蒸散量と仮定し、広域蒸散量と比較を行った。計算された個体蒸散量の年々

変動は広域蒸散量の変動とよく一致したが（R=0.70）、その振幅は広域蒸散量よりも増幅されていた。

蒸散量は、セルロース合成に用いられる葉内水の同位体比変化を抑制する因子であり、蒸散量の変化

を過小評価することは、実際よりもセルロースの酸素同位体比の変動が大きくなることに繋がる。本

実験では、広域蒸散量の年々変動が実際の変動よりも過小評価であったために、セルロース同位体比

の振幅を過大評価してしまったと結論づけられる。この結果は、気候モデルの出力を使って樹木年輪

同位体比の観測値を再現するためには、広域蒸散量を個体蒸散量に変換するスキームが必要であるこ

とを強調している。 
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図 1. 中部日本で採取された木曽ヒノキのセルロース酸素同位体比再現実験結果（1961～1979年）。 

各月に形成されるセルロースの酸素同位体比を計算（紫：4月、青：5月、緑：6月、橙：7月、朱：

8月）し、観測値（黒太線）と比較している。 赤太線は、個体蒸散量を使って計算した結果。 
 
 
 
本年度は、開発したモデルを用いて、セルロース酸素同位体比の変化を規定している環境因子の同

定も行った。樹木年輪の酸素同位体比の変動は、(1) 根から給水する水（起源水）の同位体比、(2) 葉
での蒸散に伴う同位体分別効果によって規定されている。そこで、気象データを使って蒸散効果を評

価し、観測値からの残渣を樹木が利用する水の同位体比と仮定して算出する。気象観測データが存在

する期間（1899年から現在）において、樹木年輪同位体比変動に対するそれぞれの寄与を見積ると、

セルロース同位体比変動の約8割が起源水の同位体比変動に起因していることが明らかとなった。次に、

起源水の同位体比変動と気候変動の関係について考察を行った。木曽ヒノキを採取した中部日本域で

は、起源水は夏期の降水の同位体比に強く影響を受けている。さらに、日本における夏期降水の同位

体比は、大気循環場の変動に応答することが報告されている（Kurita et al., 2015）。そこで、起源水の

同位体比変動に対する北太平洋10年規模振動（Pacific Decadal Oscillation: PDO）や南方振動（El 
Niño-Southern Oscillation: ENSO）の影響について解析を行った。同位体比の経年変動は，ENSO，PDO
ともに明瞭な関係を示さなかったが，10年移動平均値はPDO対応しているように見える（図 2）。ま

た、PDOに対する応答は一様ではなく、年代によって応答が明瞭な時期と不明瞭な時期がある。この

原因については今後の課題であるが、この結果は、日本の夏期降水がPDOに影響を受けていることを

示す直接的な証拠である。 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1. 中部日本で採取された木曽ヒノキのセルロース酸素同位体比再現実験結果（1961～1979年）。 

各月に形成されるセルロースの酸素同位体比を計算（紫：4月、青：5月、緑：6月、橙：7月、朱：

8月）し、観測値（黒太線）と比較している。 赤太線は、個体蒸散量を使って計算した結果。 
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図 2. 樹木年輪セルロース酸素同位体比データを使って復元された起源水の酸素同位体比（6月）と北

太平洋10年規模振動振動（PDO）との比較。復元された酸素同位体比は、観測値（破線）の年々

変動とよく一致している（1961～1979年）。太線は5年移動平均値を表している。 
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4. まとめ 
樹木年輪セルロースの酸素同位体比を予報変数として出力できる年輪同位体モデルの開発を行っ

た。中部日本で採取された木曽ヒノキの酸素同位体データを用いて再現実験を通じて、モデルは年々

の変動はよく再現できるものの、その振幅を過大評価しがちであることを明らかにした。この問題は、

入力データとして用いた領域スケールの蒸散量が木曽ヒノキ個体の蒸散量を正確に再現出来ていない

ことが原因であった。また、セルロース酸素同位体比の変化を規定している環境因子の同定を行った

ところ、樹木が蒸散に利用する起源水の同位体比変化がセルロース同位体比変動の主要因であること

が明らかとなった。そして、その起源水の同位体比は、北太平洋10年規模振動（PDO）といったグロ

ーバルな気候変動に応答していることを明らかにした。 
 
 
5. 今後の研究展望 

MIROC5.0-iso の出力を使って樹木年輪の酸素同位体比を再現するには、予報される降水同位体比の

精度を向上させることが鍵となる。次年度以降は、日本を含む広域アジア域において観測された降水

同位体比データを検証データとして用いながら、その再現性を向上させていく。また、「起源水の同
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位体比が PDO に応じて変化している」という結果は、日本の降水がグローバルな気候変化に対して

どのように影響を受けるのか明らかにする上で重要な発見である。今後、MIROC5.0-iso を用いて現在

気候の再現実験を行い、気候モデル内においてこの関係が再現できているか詳細に検討を行っていき

たい。 
 
 
6. 研究成果発表 
 
6.1 誌上発表（査読あり） 
Kurita, N., Fujiyoshi, Y. Nakayama, T., Matsumi, Y., Kitagawa, H. (2015) East Asian monsoon controls on the 

inter-annual variability in precipitation isotope ratio in Japan, Climate of the Past, 11, 339-353. 
 
6.2 誌上発表（査読なし） 
該当なし。 
 
6.3 口頭発表 
栗田直幸（2014）中部日本における酸素同位体比変動の新解釈. 日本地球化学会 61回年会，2014年9月18

日, 富山. 
 
6.4 その他（書籍等） 
該当なし。 
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Project name:  
Modeling water isotopologues for an improved interpretation of isotope record i
n paleo archives 
 
2014 April－2015 March 
 
Project leader:  
Naoyuki Kurita, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University 
 
Project member: 
Takeshi Natatsuka, Research Institute for Humanity and Nature 
 
Abstract: 

Oxygen stable isotope ratios of tree-ring cellulose are commonly used to reconstruct past changes in 
growing seasonal temperature and precipitation. However, past studies relied on the empirical relationships 
between the tree-ring oxygen isotope ratio and climatic parameters such as temperature, relative humidity, 
and precipitation, which were not based on physiological and biogeochemical mechanisms. Thus, their 
interpretations suffered from the weakness of not knowing whether these relationships were robust over 
time. Therefore, we decided to use a mechanistic model to quantify both the physical and biological 
processes associated with oxygen isotope ratios in tree-ring cellulose. Here we used a tree-ring isotope 
model based on the concept proposed by Roden et al., (2000). The oxygen isotope ratios in cellulose of 
Kiso-Hinoki sampled in central Japan were modeled using both the observed meteorological data and the 
water isotope ratios from 1961 to 1979, and then compared with the observed data. The year-to-year 
variability in the observed tree-ring oxygen isotope data was reasonably well simulated, but the amplitude 
of variability was two times higher than that of the observations. This overestimation resulted from an 
underestimation of transpiration fed into the model, and it implies that the regionally averaged transpiration 
we used in the model underestimated the transpiration from individual trees. We also explored the primary 
driver of tree-ring isotope. Using the simulated 100-year record of tree-ring isotopic composition in central 
Japan, we found that about 80% of the isotopic variability in tree-ring could be explained by the variation 
in isotopic composition of the source water. In addition, the isotopic variability of source water showed a 
clear link with the Pacific Decadal Oscillation (PDO), and thus we conclude that the isotope records 
archived in tree-ring in central Japan reflect past changes in the PDO. 

 
Keywords: 
Tree-ring isotope modeling, stable water isotopes, Pacific Decadal Oscillation（PDO） 
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研究課題名： 

系外惑星大気の数値計算: 雲の存在を考慮した暴走温室状態に関する考察 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 

課題代表者：北海道大学大学院理学研究院 石渡正樹 
共同研究者：九州大学大学院理学研究院 中島健介 

神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 
北海道大学大学院理学院 荻原弘尭 

 

要旨： 

地球型の系外惑星において暴走温室状態が発生する条件に関する考察をおこなうために、大気

大循環モデルを用いた数値実験を実施した。用いたモデルは、我々が継続して開発を続けてきた 
DCPAM5 である。DCPAM5 に簡単な雲モデルを導入し、太陽定数を増加させる実験を行った。

日射分布として、昼半球と夜半球が固定された同期回転惑星を模した分布（同期回転日射分布）

と日変化・季節変化が起こる地球的な分布（非同期回転日射分布）の 2 種類を用いた。同期回転

日射分布を用いた場合には、非同期回転日射分布を用いた場合に比べて、暴走温室状態が発生す

る太陽定数が大きいことがわかった。2 種の日射分布で得られるアルベドを比較すると、同期回

転日射分布を用いた場合の方が大きくなっていた。同期回転日射の場合の方が、アルベドが大き

くなるのは恒星直下点付近において雲水量が大きくなることによっている。同期回転日射の場合

に雲水量が増える理由については今後の検討課題である。暴走温室状態が発生する太陽定数の値

は実験設定によって異なるが、太陽定数を増加させると全球平均外向き長波放射量は４つの実験

設定（２種の日射分布および雲の有無）すべてにおいて 300 W/m2 程度になる。これより、雲を

導入した設定においても、雲を考慮しない設定と同様、大気の赤外放射量の上限値が存在し、全

球平均日射吸収量がこれを越えると暴走温室状態が発生すると言えそうである。 
 
キーワード： 
系外惑星、大気大循環モデル、同期回転惑星、暴走温室状態、射出限界 
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研究課題名： 
系外惑星大気の数値計算: 雲の存在を考慮した暴走温室状態に関する考察 
 
実施年度： 
平成 26 年度～26 年度 
 
課題代表者：北海道大学大学院理学研究院 石渡正樹 
共同研究者：九州大学大学院理学研究院 中島健介 

神戸大学大学院理学研究科 林 祥介 
北海道大学大学院理学院 荻原弘尭 

 
 
1. 研究目的 

地球型の系外惑星において平衡状態の気候が実現される条件に関する考察をおこなうことを目

的として、太陽定数を変更した数値実験を実施する。現在までに発見されている地球と同じオー

ダーの質量をもつ系外惑星の多くが自転周期と公転周期が等しい同期回転惑星であると考えられ

る。本研究では、同期回転惑星を模した昼半球と夜半球が固定された日射分布を与えた大気大循

環モデル実験を様々な日射強度で行い、暴走温室状態が発生する条件について調査をおこなう。 
 
キーワード： 
系外惑星、大気大循環モデル、同期回転惑星、暴走温室状態、射出限界 

 
 
2. スーパーコンピュータ利用実績 
 
2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 

CPU 時間 v_deb（デバック用）: 16.27 hours 
v_cpu（1CPU 用）   : 3,266.54 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

                  計         : 3,282.81 hours 
 

2.2  利用概要 
本研究課題では大気大循環モデル DCPAM5 を用いて系外惑星の大気循環に関する数値実験を

行った。大気大循環モデルを用いたパラメータ実験の実行にはスーパーコンピュータシステムを

使用した。結果の解析には北海道大学で所有するデータ解析用パソコンを用いた。 

 
 

2.1  計算機利用時間（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
CPU 時間 v_deb（デバック用）: 16.27 hours 

v_cpu（1CPU 用）   : 3,266.54 hours 
v_8cpu（8CPU 用）  : 0.00 hours 
v_16cpu（16CPU 用）: 0.00 hours 

                  計          : 3,282.81 hours 
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3. 研究結果 
 
3.1 背景と目的 

系外惑星探査により、スーパーアースと呼ばれる、地球と同じオーダーの質量を持つ惑星が多

数発見されている（Torres et al., 2015）。これを背景として、系外惑星における生命存在可能性（ハ

ビタビリティ）を念頭におき、惑星表面に液体の水が存在できる条件について多くの議論がなさ

れている。その 1 つが、暴走温室状態の発生条件に関する考察である。暴走温室状態とは、表面

に海が存在する惑星の湿潤な大気において、大気が射出可能な最大赤外放射量（射出限界）を越

えた入射フラックスが与えられ、熱収支が均衡しえなくなる状態である（Nakajima et al., 1992）。

暴走温室状態が発生すると気温と大気水蒸気量は増加を続け、海洋は消失する。暴走温室状態の

発生条件は地球のような温和な気候の存在条件を規定するものであり、気候に関するもっとも基

本的な問題の１つである。また、系外惑星における温和な気候の存在条件に関する考察は、外的

条件を地球とは変えた場合の大気の振舞いに関する知見をもたらすものでもあり、新たな気候研

究の問題を提供するものとしてもとらえることができる。 
大気大循環モデル（GCM）を用いて、暴走温室状態の発生に関する数値実験もいくつか行われ

ている。その最近の例として、Yang et al.（2013）がある。彼等は、系外惑星の一種である同期回

転惑星（中心星の近傍に存在し、自転周期と公転周期が等しくなった惑星。昼半球と夜半球が固

定されている）における暴走温室状態の発生条件について議論している。Yang et al.（2013）は大

気海洋結合モデルを用いた数値実験をおこない、自転と公転が同期しない地球のように基本的に

東西一様な日射分布を与えた場合と比べて、同期回転惑星設定では暴走温室状態が発生しにくい

という結果を得ている。彼らは、その理由として、恒星直下点における厚い雲の形成・アルベド

の増加を挙げている。また、Leconte et al.（2013）は、将来において太陽光度が増加した場合を想

定して東西一様な日射分布を用いて太陽定数を増加させた GCM 実験を行っている。そこでは、

湿度 100% を仮定した 1 次元モデルで得られる射出限界よりも大きな全球平均入射量である 
375 W/m2 まで暴走温室状態は発生しないという結果を得ている。その理由として、彼らは、太陽

定数の増加とともに亜熱帯域における乾燥化が強くなり、亜熱帯における惑星放射射出量が増加

して入射量とバランスすることを挙げている。 
これらの結果は、暴走温室条件の発生条件の決まり方は複雑であることを示しているようにも

思われる。しかし、我々は、これまでに我々が行ってきた GCM 実験（Ishiwatari et al., 2002, 2007）
の結果に基づき、暴走温室状態の発生条件の決定メカニズムはごく単純であると考えている。我々

が行った GCM 実験は灰色大気で雲無しという簡単な設定を用いたものではあったが、暴走温室

状態は、入射太陽放射の全球平均値が、相対湿度を与えた 1 次元放射対流平衡モデルで得られる

射出限界を上回る場合に発生することを示した。この結果は、暴走温室状態が発生する太陽定数

の値（以下、暴走限界）は雲分布や相対湿度分布に依存するけれども、暴走温室状態が発生する

か否かは全球平均日射吸収量が射出可能な外向き赤外放射量（OLR）を上まわるかどうか、で決

まることを示している。これに基づき、我々は、設定の詳細によらず、大気が射出可能な赤外放

射量を全球平均日射吸収量が越えれば暴走温室状態が発生すると予想している。 
我々がこれまで行ってきた GCM 実験は上述の通り、雲の存在をまったく考慮していないもの

であった。そこで本研究では、簡単な雲モデルを導入した場合について GCM 実験を行い、暴走

限界の決定条件が雲の存在によって影響を受けるかどうかを調べる。日射分布として、同期回転

惑星を模した分布および地球の分布を用いる。 
 
3.2 モデルと実験設定 

用いたモデルは、我々がこれまでに開発・使用してきた惑星大気大循環モデル  DCPAM5 
（http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam）である。その力学過程は 3 次元球面プリミティブ方程

式系から成る。水平離散化には擬スペクトル法を用いる。鉛直座標にはσを採用し、Arakawa and 
Suarez（1983）の方法を用いて離散化を行っている。放射過程に関しては、Chou and Lee（1996）, 
Chou et al.（2001）のスキームを用いる。このスキームでは、水蒸気、CO2、雲による長波放射お

よび短波放射の吸収を考慮する。大気分子による短波放射の散乱についてはレイリー散乱を仮定
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して評価する。積雲対流については、Relaxed Arakawa-Schbert スキーム（Moorthi and Suarez, 
1992）を用いた。雲水量は、生成（積雲対流スキームから計算）、移流、乱流拡散、消滅（雲水

量に比例し、消散時間 をパラメータとして与える）を考慮した時間発展方程式を解くことにより

求める。乱流過程の評価には Mellor and Yamada（1974）の level 2.5 の方法に従って決めた鉛直拡

散係数を用いる。地表面フラックスの計算には Beljaars and Holtslag（1991）の方法を用いる。水

蒸気および雲水の移流は Kashimura et al.（2013）のセミラグランジュ法物質移流スキームを用い

て計算する。上記の物理過程スキームと組み合わせて雲の消失時間を 1500 秒とすると地球条件

において全球熱収支がおよそ 5w/m2 の誤差の範囲内で合うことが確認されている。本研究ではこ

れらのスキームを用いて太陽定数が増加した場合の大気状態のおおまかな変化を観察することを

目的とするが、その適用可能性については今後検証を行っていく必要がある。 
太陽定数 S は 1366 W/m2（地球の値）から 2200 W/m2 まで増加させた 5 種の値を用いる。日

射分布として、昼半球と夜半球が固定された同期回転を想定した日射分布（以下、同期回転日射

分布）と地球の軌道要素を与えて得られる日射分布（以下、非同期回転日射分布）の 2 種を用い

た。非同期回転日射分布の場合では、日射の日変化と季節変化を考慮している。自転角速度の値

として、基本的に Ω=1（Ωは地球の自転角速度: 7.272×10-5 s-1 で規格化された値）を用いる。た

だし，S=1366 W/m2 の場合については，Ω=0 から Ω=1 までの 4 通りの値を与えた計算もおこ

なった。雲の消失時間として，1500 秒と 0 秒の 2 種の値を用いた。1500 秒を用いた場合を雲

有りの場合, 0 秒を用いた場合を雲無しの場合と呼ぶことにする。地表面は全て常に熱バランスし

た swamp ocean であると仮定する。地表面アルベドは一様と仮定して、その値を 0.15 とした。モ

デルの解像度は T42L26 とした。 
 

3.3 結果 
3.3.1 同期回転日射分布を用いた自転角速度依存性実験 
同期回転日射分布を用いた場合における昼夜間熱輸送量の自転角速度依存性を調べるために、

太陽定数を S=1366 W/m2 に固定した自転角速度依存実験を実施した。夜半球大気の熱収支を調

べた結果（図は示さない）、昼夜間熱総輸送量は雲の有無によらずΩにほとんど依存しないこと

がわかった。この結果は、昼半球における OLR が自転角速度によらないことを示しており、こ

の昼半球 OLR の値は大気が射出できる最大放射量に対応していると考えられる。これから, 自
転角速度は暴走限界の値には大きく影響を及ぼすことはないと考えられるので、以下では Ω=1 
の場合について S を増加させた実験の結果を示す。 

 
3.3.2 太陽定数増加実験 
 同期回転日射分布および非同期回転日射分布を用いて、それぞれの場合において日射強度（太

陽定数）の値を変えて暴走限界を求める実験を実施した。まず、太陽定数として地球の値 S=1366 
W/m2 を与えた場合の結果を図 1（非同期回転日射分布の場合）および図 2 の上段（同期回転日

射分布の場合）に示す。非同期回転日射分布の場合では、年平均表面温度（図 1 左）はほぼ東西

対称な分布を示している。この図では東西波数 4 の構造が現れているように見えてしまっている

が、これは解析用のデータを 6 時間おきの瞬間値でとっていることによっている。雲水の分布（図

1 右）では恒星直下点を中心とした熱帯域で雲水が多い分布となっている。雲水の分布の図は、

経度 135 度が太陽直下点となっている時刻を選び出して 1 年の平均をとったものである。これに

より、太陽直下点周囲における雲水量が明確になるとともに、後に示す図 2 と比較しやすいもの

になっている。1 年間の全期間で時間平均をとると雲水量の極大値は、図 1 の極大値のおよそ 1/3
になる。この場合では、雲水の極大値は赤道からはずれた緯度 10 度であらわれており、降水分

布においても強い double ITCZ 構造となっている。ここでは図を示さないが、熱帯域にはハドレ

ー循環が、中緯度域には傾圧不安定波が生じており循環場の構造は地球と似たものとなっている。 
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同期回転日射分布を用いた場合（図 2 上段）では、表面温度分布において昼夜境界（経度 180 
度と経度 360 度）において、振幅は小さいながらも複数の高温域（経度 180 度、緯度 40 度か

ら東方に伸びる領域および経度 360 度、 緯度 20 度から西方に伸びる領域）が昼半球から夜半

球に入り込んでいる様子が見える。鉛直積分雲水量においては恒星直下点から夜半球に向かって

北東方向および南東方向に雲水量が大きな領域が伸びている。この領域では、移動性擾乱が存在

し、これらに伴う降水がある。これらの特徴は、これまでに我々が行ってきた灰色大気について

の同期回転惑星実験（納多他, 2011）の結果と同様である。 
太陽定数を増加させた場合（S=2000 W/m2）において得られた結果を図 2 下段に示す。この場

合では表面温度も OLR もほぼ一定値となる統計的平衡状態が得られている。図には示さないが、

循環パターンは S=1366 W/m2 と同様のものとなっている。ただし、S=1366 W/m2 の場合に比較

して、表面温度の値は高くなり、雲水量は増加している。 
 

 
 

図 1. 非同期回転日射分布を用いた場合の表面温度分布 (左図) と鉛直積分雲水量 (右図)。雲あ

り、S=1366 W/m2 の場合。表面温度については、3 年目の 365 日間全期間の平均を示す。

鉛直積分雲水量については、図 2 との比較のため、経度 135 度が恒星直下点となる時刻の

みを取りだした 365 日平均を示す。表面温度の単位は [K]、鉛直積分雲水量の単位は 
[kg/m2] である。 
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図 1 と図 2 に示した場合も含めて、実施した全ての実験において平衡状態が得られたかどう

かをまとめた結果を表 1 に示す。表で×をつけたのは、OLR が大気によって吸収される日射量

を下回っており，表面温度が時間とともに増加する状態となっている（図は示さない）。これら

は暴走温室状態に対応するものであると考えられる。暴走限界は、雲がない設定では, 非同期回

転日射の場合でも同期回転日射の場合でもあまり変わらず 1600W/m2 程度である。一方、雲あり

の設定では、暴走限界が日射分布に依存する。非同期回転日射分布を用いた場合での暴走限界は

雲無しの場合と変わらないが、同期回転日射分布を用いた場合には、暴走限界が S=2000 W/m2 を
越える。雲有り、非同期回転日射を与えた場合の暴走限界は、Leconte et al.（2013）が得た値と同

程度のものになっている。Leconte et al.（2013）では、暴走限界の値として S=1500W/m2 が得られ

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2. 同期回転日射分布を用いた場合の表面温度分布（左図）と鉛直積分雲水量（右図）。雲

ありの場合。上段は S=1366 W/m2 の場合、下段は S=2000 W/m2 の場合。どちらの S の
場合でも統計的平衡状態に達した。いずれも 3 年目の 365 日間全期間の平均を示す。

表面温度の単位は [K]、鉛直積分雲水量の単位は [kg/m2] である。経度 0 度から 180 
度までが日射の存在する昼半球、経度 180 度から 360 度までが日射の存在しない夜半

球である。 
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表 1. 全実験の結果の概要。 上段は統計的平衡状態が得られたかどうかを示す。◯は

統計的平衡状態が得られたことを示す。×は統計的平衡状態が得られず、全球

平均地表面温度が上昇を続ける状態が発生したことを示す。下段の数値は全球

平均アルベドを示す。 
 

 雲なし 雲あり 

同期回転 非同期回転 同期回転 非同期回転 

S=1366W/m2 ○ 
0.18 

○ 
0.15 

○ 
0.42 

○ 
0.36 

S=1600W/m2 ○ 
0.18 

○ 
0.20 

○ 
0.44 

○ 
0.40 

S=1800W/m2 × 
0.16 

× 
0.13 

○ 
0.42 

× 
0.33 

S=2000W/m2   ○ 
0.44 

 

S=2200W/m2   × 
0.44 

 

 
 
 

以上で示したように、暴走限界の値自体は設定によって異なっており、入射放射の全球平均値

で比較すると 450W/m2 から 550W/m2の範囲に及んでいる。しかし、その差に比べると、S を増加

させた場合における OLR（表には示さない）の値は、設定を変えてもそれほど大きくは変わらな

い。それらの値は、280 ～ 320 W/m2 の範囲に入っている（図は示さない）。これより、大気が

射出できる赤外放射量はおよそ 300 W/m2 になっており、全球平均日射吸収量がこの値を越える

と暴走温室状態が発生すると考えられる。相対湿度分布を確認したところ（図は示さない）、日

射吸収量が大きくなる場合では相対湿度の値も小さくなっていた。大気が射出できる赤外放射の

最大値が相対湿度に対して負の依存性を持つことを考慮すると、GCM を用いた計算で得られた暴

走限界は、全球平均日射吸収量が相対湿度によって決まる赤外放射の射出量の最大値を越えると

いう条件で決まると言うことができそうである。 
日射吸収量の最大値の違いに比べて暴走限界の差が大きくなっているのは、設定によるアルベ

ドの違いによっている。雲あり、S=1366 W/m2 の場合では、非同期回転日射を用いた場合の全球

平均アルベドは 0.36, 同期回転日射を用いた場合の全球平均アルベドは 0.42 になっていた（表 
1）。同期回転日射の場合には、非同期回転日射の場合に比べて恒星直下点における雲水量が大き

くなっており（図 1 右 と 図 2 上右）、これによってアルベドが増加している。太陽直下点付近

における雲水量およびアルベドが大きくなるという結果は Yang et al.（2013）と同様のものとな

っている。Yang et al.（2013）は暴走温室状態が発生するまで太陽定数を増加させた実験をおこな

ってはいないが、S=2200 W/m2 まで平衡状態を得ている。 
なお、表 1 には示していないが、S=2000 W/m2 として地球の軌道要素を用いて得られる日平

均・年平均日射を与えた場合にも統計的平衡状態が得られた。同期回転日射分布を与えた場合と

併せて、日射分布が何らかの形で固定されると暴走限界が大きくなるのかもしれない。その理由

に関しては現在考察を進めているところである。 
 
 
 
 
 
 

 
表 1. 全実験の結果の概要。 上段は統計的平衡状態が得られたかどうかを示す。◯は

統計的平衡状態が得られたことを示す。×は統計的平衡状態が得られず、全球

平均地表面温度が上昇を続ける状態が発生したことを示す。下段の数値は全球

平均アルベドを示す。 
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4. まとめ 

大気大循環モデルを用いて、暴走温室状態の発生条件に関する数値実験を行った。雲の存在を

考慮すると、昼半球と夜半球が固定された同期回転惑星を模した日射分布を与えた場合では、日

変化・季節変化する地球的な日射分布を与えた場合に比べて、暴走温室状態が発生する太陽定数

が大きくなることがわかった。暴走温室状態が発生する太陽定数の値は設定によって異なるが、

太陽定数を増加させた場合には全球平均外向き長波放射量は実験設定によらず 300 W/m2 程度に

なっていた。これより、全球平均日射吸収量が大気の射出できる赤外放射量上限値を越えると暴

走温室状態が発生すると言えそうである。 
 
 
5. 今後の研究展望 

上で得られた結果は、地表面条件によってかなり強く規定されている可能性がある。ここでは、

地表面が常に熱バランスする swamp 条件を用いていた。swamp 条件では大気の状態の変化に対し

て地表面が瞬時に応答する。このため、地球的な日射を与えた場合と比べた同期回転惑星的な日

射を与えた場合における雲水量の増大が強すぎる傾向にあるのかもしれない。今後は、slab ocean, 
陸惑星設定など swamp 以外の設定によって惑星大気の気候の多様性を探る予定である。 
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    In order to examine the occurrence condition of the runaway greenhouse state on Earth-like exoplanets, 
we performed numerical experiments using a general circulation model. The model utilized in this study 
was DCPAM5, which our research group has been developing. By introducing a simple cloud model into 
DCPAM5, experiments with increased solar constant were performed. Two kinds of incident flux 
distributions were used: one was a distribution imitating synchronously rotating planets (Synchronous   
distribution) with fixed day side and night side, and the other was an Earth-like distribution 
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that the values of solar constant at which the runaway greenhouse state appeared were larger in the cases of 
Synchronous distribution than in the cases of Non-synchronous distribution. In the cases of Synchronous 
distribution, planetary albedo was larger than in the cases of Non-Synchronous distribution. The large 
values of planetary albedo were caused by the increase in the amount of cloud water around subsolar points. 
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国立環境研究所 スーパーコンピュータシステム概要 
 

国立環境研究所環境情報部  

日本電気株式会社  
 
国立研究開発法人国立環境研究所(以下、「NIES」という）は、2013 年 6 月に SX-8R/128M16

の後継として導入した、NEC ベクトル処理用計算機（SX-9/A(ECO)）を 2015 年 3 月まで運用して

いた。さらに 2015 年 6 月からは、SX-ACE の運用が開始されている。 
2015 年 3 月までのスーパーコンピュータシステムは、ベクトル処理用計算機（SX-9/A(ECO)）、

スカラ処理用計算機(SGI UV20)とフロントエンドサーバ（NEC Express5800、 SGI Rackable）、

大容量ファイルシステム（DDN SFA12K-20、NEC iStorage D3-30）を中心に構成され、ネットワ

ークはノード間接続装置(IXS)・InfiniBand 等を採用していた。 

SX-9/A(ECO)によるベクトル計算のピーク性能は 13.1 TFLOPS（1ノードあたり、1638.4GFLOPS）
である。また、以下の特徴をもっていた。 
 

- 大容量 4 TB メインメモリ搭載（512GB/node） 

- 64GB/s ノード間接続装置 (IXS) 
 

 

スカラ処理用計算機は以下の特徴をもっている。 

 

- 13.56GB/s ノード間接続装置 (4X InfiniBand FDR×2 セット、スカラ処理用計算機用) 

 

 
大容量ファイルシステムは以下の特徴をもっている。 

 

- 大容量ファイルシステム (約 1.6PB) 
 
キーワード： 

SX-9、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム 
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国立環境研究所 スーパーコンピュータシステム概要 
 

国立環境研究所環境情報部  

日本電気株式会社  

 

 

1.システム構成 
 

1.1 概要 

2013（平成 25）年 6 月より、NIES において、図 1 に示される NEC スーパーコンピュータシス

テムが導入され、2015 年 3 月まで運用された（2015 年 6 月(※1)から、ベクトル処理用計算機 SX-ACE
の運用が開始されている）。 

2015 年 3 月までのコンピュータシステムは、ベクトル処理用計算機、スカラ処理用計算機、フ

ロントエンドサーバ（ベクトル用、スカラ用）、大容量ファイルシステムを中心に構成される。こ

のコンピュータシステムの全体構成は、図 1 に示されるとおりである。 

 

 

 
図 1. システム概要図（2015 年 3 月まで） 

 

 

サブシステムには、NEC Express5800/R120d-2M(ベクトル用フロントエンドサーバ)、SGI UV20 
(スカラ処理用計算機)、SGI Rackable Standard-Depth Servers C2108-RP2（スカラ用フロントエンド

サーバ）、DDN SFA12K-20、NEC iStorage D3-30（大容量ファイルシステム）などを含む。サブシ

ステム間のネットワークは 4X InfiniBand FDR にて接続されている。 
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ベクトル処理用計算機の、ベクトル計算のピーク性能は 13.1 TFLOPS（1 ノードあたり、

1638.4GFLOPS）である。また、以下の特徴をもっていた。 

- 大容量 4 TB メインメモリ搭載（512GB/node） 

- 64GB/s ノード間接続装置 (IXS) 
 

スカラ処理用計算機は以下の特徴をもっている。 

- 13.56GB/s ノード間接続装置 (4X InfiniBand FDR×2 セット、スカラ処理用計算機用) 

 
大容量ファイルシステムは以下の特徴をもっている。 

- 大容量ファイルシステム (約 1.6PB) 
 

ベクトル処理用計算機、スカラ処理用計算機 及びフロントエンドサーバは、GridScaler(GPFS
相当)や GFS により、大容量ファイルシステムとのファイル共有を実現する。 

 
※1 2015 年 6 月に、以下のシステムの入れ替え，及び新規導入を行った。 
  - ベクトル処理用計算機（SX-ACE） 
  - ベクトル用統合コンソール装置（NEC Express5800） 
  - ベクトルノード間接続装置（IXS） 
  - ベクトル用バッチサーバ（NEC Express5800） 
  - ベクトル用環境監視装置（ND-EW04） 
  - ベクトル通報用サーバ（NEC Express5800） 
  - ベクトル用ネットワーク装置（スイッチ等） 
  - ベクトル用フロントエンドサーバ（NEC Express5800） 
  - 大容量ファイルシステム（NEC iStorage M300） 
  - バックアップ用サーバ（NEC Express5800） 
 

 

1.2  システムの特徴 

1.2.1  SX-9/A(ECO)によるベクトル処理 

ベクトル処理用計算機として、ベクトル型スーパーコンピュータ SX-9/A(ECO) 8 ノードを実装

した。SX-9/A(ECO)は、演算周波数 3.2 GHz を実現し、最大ベクトル性能が CPU 当たり 102.4 
GFLOPS、シングルノード当たりの最大ベクトル性能が 1638.4 GFLOPS をもつベクトル型スーパ

ーコンピュータである。データ転送性能においては、メモリの最大転送理論性能は 2TB/s、ノー

ド間データ転送理論性能は 64 GB/s を実現しており、スペックは表 1 の通りである。 

実効性能の面においても、数値演算の代表的なベンチマークプログラム Linpack において 1 ノ

ード 1.485 TFLOPS、メモリロード・ストア速度の代表的ベンチマークプログラム STREAM にお

いて、1 ノード約 1,565 GB/s を実現している。 
 

表 1. システムのスーパーコンピュータ性能（2015 年 3 月まで） 
 

 SX-9 / A (ECO) 
ノード数 8 nodes 
CPU 数 128 CPUs 
理論演算性能 13.1 TFLOPS 

(1638.4 GFLOPS/node) 
メモリ容量 4 TB 
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1.2.2  Xeon E5 シリーズを採用したスカラ処理用シミュレーション環境の実現 

スカラ処理用計算機として、CPU に 8 コアプロセッサ Intel Xeon EP E5-4640（2.4GHz）を 4 個

搭載したサーバ SGI UV20 を高速なネットワーク 4X FDR InfiniBand (56Gbps) 2 セットで結合し

たシステムを搭載している。  

Xeon 5500/5600 番台のコアマイクロアーキテクチャを発展させたアーキテクチャを持ち、32nm
デザインルールを用いた低消費電力設計の CPU である。実効性能でも、Xeon 5500 番台に対し、

Intel AVX の新 SIMD 拡張命令セットにより、演算性能が 2 倍となっている。 

 

1.2.3  柔軟な拡張性を備えたストレージシステム 
汎用的な解析処理や高速なデータ処理が可能で、且つ、高信頼性のストレージシステムを実現

するために、DDN 製「SFA12K シリーズ」、NEC 製「iStorage シリーズ」をはじめとしたシステ

ムを搭載する。ファイルシステムの特徴として、以下が挙げられる。 
- ベクトル利用領域では、SX-9/A(ECO)の I/O に特化した SAN(GFS)を構築することにより、高

速な I/O を実現する。 

- スカラ機及びフロントエンドのサーバでは、ファイルサーバと各機器間において、4X FDR 
InfiniBand (GridScaler (GPFS 相当)) による高速ファイル共有を実現する。 

 

キーワード： 

SX-9、ベクトル、スカラ、大容量メモリ、大容量ファイルシステム 

 

 

2. スーパーコンピュータ利用実績 
 

2.1 計算機利用時間 
CPU 時間： 

v_try（トライアル用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_deb（デバック用） ：2,444.81 hours（所内課題：1,781.92 hours, 所外課題：662.89 hours） 
v_cpu（1～7CPU 用） ：6,801.51 hours（所内課題：2,795.07 hours, 所外課題：4,006.44 hours） 
v_8cpu（8CPU 用）   ：19,401.67 hours（所内課題：6,681.06 hours, 所外課題：12,720.61 hours） 
v_16cpu（16CPU 用）  ：840,034.09 hours（所内課題：807,222.22 hours, 所外課題：32,811.87 hours） 
v_24cpu（24CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_32cpu（32CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_64cpu（64CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
     計     : 818,682.08 hours（所内課題：818,480.269 hours, 所外課題：50,201.81 hours） 
 
注）計算機利用時間は、2014（平成 26）年 4 月 1 日〜2015（平成 27）年 3 月 31 日までの集計。 
 

2.2 利用詳細 

2.2.1 運用支援 
運用支援として、システム運用管理、運用提案、利用支援（問い合わせ、チューニングなど）

を行っている。 

平成 26 年度のジョブクラスの設定は表 2 および表 3 の通りである。運用状況により、適宜改善

提案を行っている。 

 

 

 
 

 

2.1 計算機利用時間 
CPU 時間： 

v_try（トライアル用）：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_deb（デバック用） ：2,444.81 hours（所内課題：1,781.92 hours, 所外課題：662.89 hours） 
v_cpu（1～7CPU 用） ：6,801.51 hours（所内課題：2,795.07 hours, 所外課題：4,006.44 hours） 
v_8cpu（8CPU 用）   ：19,401.67 hours（所内課題：6,681.06 hours, 所外課題：12,720.61 hours） 
v_16cpu（16CPU 用）  ：840,034.09 hours（所内課題：807,222.22 hours, 所外課題：32,811.87 hours） 
v_24cpu（24CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_32cpu（32CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
v_64cpu（64CPU 用） ：0.000 hours（所内課題：0.000 hours, 所外課題：0.000 hours） 
     計      : 818,682.08 hours（所内課題：818,480.269 hours, 所外課題：50,201.81 hours） 

839,960.82 807,148.95

868,608.81 818,407.00
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表 2．ベクトルジョブクラス設定（2015年3月まで） 

 

キュー名 用途 最大同時

実行数*1 

経過時間制限 ジョブあたり

の最大メモリ

サイズ 

リクエスト

あたりの使

用可能CPU数 

実行ノード 

v_try 1～8CPU利用 16(2) 12H 255GB 1～8 scv08 
v_deb 1～16CPU利用 16(2) 0.5H 255GB 1～16 scv08 
v_cpu 1～7CPU利用 16(5) 24H 255GB 1～7 scv08 

v_8cpu 8CPU利用 6(-) 12H 255GB 8 scv01 – scv03 
v_16cpu 16CPU利用 7 (-) 12H 510GB 16 scv01 – scv07 
v_24cpu 3node間並列 4(-) 12H 255GB/node 24 scv01 – scv07 
v_32cpu 2node間並列 3(-) 12H 510GB/node 32 scv01 – scv07 
v_64cpu 4node間並列 1(-) 12H 510GB/node 64 scv01 – scv07 
*1 括弧内数字は、各ユーザの同時実行可能本数 

 

 

 

表 3．スカラジョブクラス設定（2015年3月まで） 

キュー名 用途 最大同時

実行数 

経過時間

制限 
ジョブあたりの最

大メモリサイズ 

実行ホスト 

s_single シングルジョブ 160 336H 8GB scs02 – scs03, scs26, 
scs28 – scs29  

s_p4 4 CPUジョブ 16 336H 32GB scs04 – scs05 
s_p8 8 CPUジョブ 8 336H 62GB scs04 – scs05 
s_p16 16 CPUジョブ 160 336H 62GB scs06, scs21, scs26, 

scs28 – scs29 
s_p32 32 CPUジョブ 576 336H 62GB scs07 – scs21, scs26, 

scs28 – scs29  
s_p96 96CPUジョブ 488 1344H 186GB scs11 – scs21,scs26, 

scs28 – scs29 
s_nrc 大気汚染予測システム 64 336H 124GB scs22 – scs23 

s_gosat Gosat定常運用ジョブ 48 336H 93GB scs24 – scs25 
s_matlab MATLAB専用ジョブ 3 168H 12GB scs25 

s_idl IDL専用ジョブ 5 168H 12GB scs25 
s_debug デバック用 

（シングルジョブ） 
8 6H 2GB scs25 
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2.2.2 計算機利用時間 

平成 26 年度におけるベクトル処理用計算機 SX-9/A(ECO)の利用状況を投入ジョブ数（図 2）お

よび CPU 時間（図 3）によって示す。 

まず、投入ジョブ数に関しては、平成 26 年度を通じて 16CPU（図の中では v_16cpu として表示。

以下同様）の利用が最も多いが、デバック用のジョブ（v_deb）、1CPU（v_cpu）、8CPU（v_8cpu）
のジョブもかなり利用されていることがうかがえる。 
 
 

 

 
 

図 2．平成 26 年度投入ジョブ数からみたシステム利用状況 

 

 

 

一方、CPU 時間の使用量（図 3）で見ると 16CPU（v_16cpu）が圧倒的に多い。これは、v_16CPU
が大規模な長時間あるいは多アンサンブルの数値実験に多く利用された結果である。CPU 時間の

合計は年度を通じてほぼ一定であり、安定した利用が行われたことを示している。なお、CPU 時

間の全合計と 16CPU 時間が 8 月に減少しているのは、国立環境研究所の節電対策の一環である

CPU の一部停止によるものである。 
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図 3．平成 26 年度 CPU 時間からみたシステム利用状況 

 

 

 

 

3. 本システムの機能強化点 
以下では、本システムにおける機能強化点である、バッチ処理システム、ジョブスケジューリ

ング機能を有する NQSII の拡張スケジューラ JobManipulator と ADB（Assignable Data Buffer）に

ついて記載する。 

 

3.1 拡張スケジューラ JobManipulator 
JobManipulator は、計画的なリソース管理機能によってシステム稼働率の最大化を実現する高機

能バッチスケジューラである。 

ジョブ実行に必要な計算リソースを計画的に割り当て、占有利用を可能にするバックフィル・

スケジューリングを提供すると共に、ユーザ、グループ、および組織単位に、公平なジョブの優

先度制御を実現するフェアシェア・スケジューリング機能や、ジョブの実行開始時刻と必要リソ

ース量を保証する事前予約機能をサポートする。 

 

バックフィル・スケジューリング機能では、リクエストの実行予定時間（ELAPSE 時間）と必

要リソース量(CPU、メモリ)をもとに、計算リソースの有効活用と高稼働率を実現することが可

能となる。 

フェアシェア・スケジューリング機能では、ユーザ、グループ、組織を単位とした計算リソー

スの配分比とリソース使用実績に基づき、リクエストの優先度制御を行うことが可能となる。 

割り込みアサイン制御機能では、優先リクエストに対する計算リソース割り当てを保証し即時

実行を可能にする。 

 

同時実行数制限機能では、システムやユーザ単位で同時実行可能なジョブ数を制限する。 
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3.2 ADB (Assignable Data Buffer） 
ADB はプロセッサ－メモリ間ネットワーク内にあり、主にベクトルデータを選択的にバッファ

リングする機能を有している。ADB とベクトルユニット間のデータ転送は、プロセッサ－メモリ

間より高いデータ転送性能を、より短いレイテンシで実現できるため、利用頻度の高いデータを

ADB に配置することで、更に実効性能を高めることが可能となる。また、これによりメモリトラ

フィックの削減とメモリバンク競合の回避も可能となり、マルチプロセッサでの並列処理におけ

る性能低下を抑制することができる。 

 

ベクトルデータの格納に対しては、それぞれのベクトルロード/ストア命令ごとに ADB を利用

するかどうかを制御できるため、必要なデータが意図せず ADB から追い出されることを防ぐこと

が可能である。更に、より ADB を積極的に利用できるように、新規命令としてプリフェッチ命令

を追加して、ソフトウェア制御によるプリフェッチ機能をサポートしている。 

ある配列、ポインタの指示先を on_adb コンパイラ指示オプションで指定したとき、それらのベ

クトルロード、ベクトルストアは ADB 経由で行われる。そのとき、それらの最初のベクトルロー

ド、またはベクトルストアにおいて、データが ADB にバッファリングされる。そして、次にそれ

らのデータを利用するときには、ADB にバッファリングされたデータがロードされる。ADB か

らは、メモリからロードするより高速にデータをロードできるため、2 回目以降のベクトルロー

ドを高速化できる。 

 

本機能は、コンパイラオプションによる明示的指定も可能だが、コンパイラによる自動解析による

指定も積極的に行われる。 
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Overview of the NIES Supercomputer Systems 
 
Environmental Information Department, National Institute for Environmental Studies 
NEC Corporation 
 
Abstract: 

In June 2013 the National Institute for Environmental Studies (NIES) replaced its SX-8R/128M16 
system with a NEC supercomputer system. The system operated until March 2015, and was configured of 
an SX-9/A(ECO) (for the vector calculation server) and other central machines; SGI UV20 (for the scalar 
calculation server), NEC Express5800 (for the vector front-end server), SGI Rackable (for the scalar 
front-end server), and DDN SFA12K-20 and NEC iStorage D3-30 (for the large capacity file system), 
among others. The network utilized an IXS and 4X InfiniBand FDR. 

 
The SX-9/A(ECO) had a peak vector performance of 13.1 TFLOPS (1638.4 GFLOPS per node), and 

had the following features: 
 

- 4 TB of main memory (512GB per node) 
- inter-node crossbar switch (IXS) interface at 64 GB/s  
 
 The scalar calculation server (SGI UV20) had the following features: 

 
- two 4X InfiniBand FDR at 13.56 GB/s  

 
 
 The large capacity file system had the following features: 
 
- large capacity file system (approx. 1.6 PB of raid disk) 

 
Since June 2015, a new system, SX-ACE has been in operation. 
 
Keywords: 
SX-9, vector computer, scalar computer, large-scale memory, large capacity file system 
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Vol. 3 CGER-I025-’97 
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Mass Transport by a Climate Model 
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Density, and Tidal Force for Ecosystem Analysis of Coastal Seas 

Vol. 6 CGER-I040-2000 
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Precipitation Patterns in Response to a Local Warm SST Area Placed at the Equator of an Aqua Planet 
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NOZAWA T., EMORI S., NUMAGUTI A., TSUSHIMA Y., TAKEMURA T., NAKAJIMA T., ABE-OUCHI A., 
KIMOTO M.: Transient Climate Change Simulations in the 21st Century with the CCSR/NIES CGCM 
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Vol. 9 CGER-I057-2004 
MIYAZAKI T., FUJISHIMA S., YAMAMOTO M., WEI Q., HANAZAKI H.: Vortices, Waves and Turbulence 
in a Rotating Stratified Fluid 

Vol. 10 CGER-I060-2005 
HAYASHI S., MURAKAMI S., XU K., WATANABE M.: Modeling of Daily Runoff in the Changjiang 
(Yangtze) River Basin and Its Application to Evaluating the Flood Control Effect of the Three Gorges 
Project 

Vol. 11 CGER-I063-2006 
NAKAYAMA T., WATANABE M.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of 
Ecosystem Dynamics in the Catchment of East Asia (Part I)  

Vol. 12 CGER-I073-2007 
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Simulations with a Coupled Ocean-Atmosphere GCM Called the Model for Interdisciplinary Research 
on Climate: MIROC 

Vol. 13 CGER-I080-2008 
SHIBATA K., DEUSHI M.: Simulations of the Stratospheric Circulation and Ozone during the Recent 
Past (1980-2004) with the MRI Chemistry-Climate Model 

Vol. 14 CGER-I083-2008 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part II)  

Vol. 15 CGER-I092-2010 (Out of stock)  
MAKSYUTOV, S., NAKATSUKA Y., VALSALA V., SAITO M., KADYGROV N., AOKI T., EGUCHI N., 
HIRATA R., IKEDA M., INOUE G., NAKAZAWA T., ONISHI R., PATRA P.K., RICHARDSON A.D., SAEKI T., 
YOKOTA T.: Algorithms for Carbon Flux Estimation Using GOSAT Observational Data 

Vol. 16 CGER-I097-2011 
NAKAJIMA K.: Idealized Numerical Experiments on the Space-time Structure of Cumulus Convection 
Using a Large-domain Two-dimensional Cumulus-Resolving Model 

Vol. 17 CGER-I098-2011 
UEDA H.: Atmospheric Motion and Air Quality in East Asia 

Vol. 18  CGER-I103-2012 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part III)  
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KOMORI S.: Numerical Simulations of Turbulence Structure and Scalar Transfer across the Air-Water 
Interfaces 

Vol. 20  CGER-I114-2014 
NAKAYAMA T.: Development of Process-based NICE Model and Simulation of Ecosystem Dynamics 
in the Catchment of East Asia (Part IV) 
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SHIOGAMA H.: Influence of Anthropogenic Aerosol Emissions on Pattern Scaling Projections 
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