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地球シミュレータはこれまで地球温暖化予測や気候変動諸現象の解明に大きな役割を果
たして来ました。また、それらの研究開発を通して、継続的な発展に欠かせない分野振興
や人材育成においても大きな役割を果たしています。
地球情報基盤センターでは、技術革新と海洋研究のデータや情報を結合するための技術

と蓄積されてきた多くの技術的知見や運用知見に基づき、海洋地球科学の発展に貢献して
いきたいと考えています。
地球情報基盤センターは、「海洋地球インフォマティクス」という新しい分野を切り拓き、

海洋地球科学のデータと情報をイノベーションへつなげる挑戦をしていきます。

地球情報基盤センター　センター長
高橋　桂子

地球シミュレータプロジェクト概要
1. 地球シミュレータ運営の基本方針
地球シミュレータは、海洋・地球・生命システムの統一像

の解明のために、海洋研究開発機構が中期目標・中期計画を
達成し、創造的で国際的に卓越した研究開発を推進するため
の基盤施設としての役割を有しています。海洋研究開発機構
は、地球シミュレータを最大限に活用して我が国の海洋地球
科学と関連分野を牽引し、また、海洋地球科学と関連分野及
び産業界等を含む社会に対して地球シミュレータの利用の機
会を広く開くものとしています。海洋研究開発機構は以下の基
本方針に従い、地球シミュレータの運用を行っています。
1） 海洋研究開発機構は、地球シミュレータの効率的で安定
した稼働を基盤とした資源の提供を行います。また、利
用者が目的を効果的に達成できるよう多用なニーズに応じ
た運用と技術的サポートを行います。

2） 地球シミュレータの利用に際しては、海洋研究開発機構に
設置された計算機システム運営委員会による審議を経て
機構が定める内容等に応じて特徴付けられた資源配分枠
ごとに、課題と利用者を選定します。また、国等からの要
請や有償利用の申請は原則として受け入れるものとします。
海洋研究開発機構は、地球シミュレータのより良い運営を
実現するため、利用者の意見を反映するとともに、地球シ
ミュレータの運用への協力を要請します。

3） 課題の選定については、別に設置する課題選定委員会に
おいて審議するものとし、選定された課題毎の資源配分
量も課題選定委員会の審議を経て決定します。課題選定
委員会は、地球シミュレータの計算能力や特性を最大限
に活用する課題や科学的なブレークスルーが期待される
挑戦的な課題、及び社会的貢献に資する課題等の利用促
進も念頭に置き、地球シミュレータを利用した成果が学術
及び社会に広く貢献できるように考慮するものとします。

4） 地球シミュレータの利用を通して、海洋地球科学と関連分
野において世界をリードする科学者の育成を促進するとと
もに、地球シミュレータの運用における知見と経験を蓄積
し、それらを利活用することにより、計算科学、計算機
科学及び情報科学の研究開発と技術開発においても、卓

越した人材の育成を推進します。
5） 地球シミュレータを利用して得られた成果は、その利用条
件に即して公表することとします。公表の際は、原則とし
てその成果が地球シミュレータを利用したものであること
を明示することとしています。

2. 地球シミュレータの計算資源配分
海洋研究開発機構では、地球シミュレータの計算資源を「機
構課題」と「公募課題」の利用枠に割り当てます（図 1）。機
構課題には、海洋研究開発機構の中期目標及び中期計画の
達成のために必要な研究開発を行う課題並びに成果専有型有
償利用課題があり、以下の 4つの課題があります。
1） 所内課題：海洋研究開発機構の役職員を代表者として、
海洋研究開発機構内の研究者を対象に募集する課題です。

2） 特別推進課題：地球シミュレータの能力を最大限に活用
し、画期的な成果創出の加速を目的として、機構の内外
を追わず募集する課題です。新たなイノベーション創出や、
関連する国の政策等の実現に貢献可能な課題提案も歓迎
します。

3） 指定課題：国等からの委託、補助金等を受け、機構が実
施し又は第三者に実施させる課題です。「気候変動リスク
情報プログラム」、「戦略的創造研究推進事業」、「科学研
究費助成事業」などで利用されます。

図 1 平成 27年度地球シミュレータ計算資源配分
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4） 成果専有型有償利用課題：産業界等を対象とした有償課
題で、利用者は成果を専有することができます。

公募課題は、我が国の海洋地球科学と関連分野の研究を
推進するため、広く地球シミュレータ利用の機会を開くもので、
海洋研究開発機構外を対象に募集する課題です。

地球シミュレータ課題一覧

地球シミュレータ公募課題

課題名 課題責任者氏名 課題責任者所属

即時津波浸水予測に向けた高分解能・量的津波シミュレー
ション 馬場　俊孝 徳島大学　工学部　建設工学科

3次元不均質地球構造での地震・津波波動伝播シミュレー
ション 古村　孝志 東京大学　地震研究所

津波による環境汚染予測に向けた高分解能物質輸送シミュ
レーション 山中　亮一 徳島大学　工学部　建設工学科

AFESを用いた火星・金星大気の高解像度大循環シミュレー
ション 林　祥介 神戸大学　大学院理学研究科

火山ダイナミクスの数値シミュレーション 小屋口　剛博 東京大学　地震研究所

木星型惑星大気の縞状構造の成因の研究 竹広　真一 京都大学　数理解析研究所

ヒートアイランドの数値モデルの開発 足永　靖信 国土交通省　国土技術政策総合研究所

サブメソスケール現象が海洋上層の循環に与える影響 秋友　和典 京都大学　大学院理学研究科

海洋変動における微細現象と大規模循環の相互作用 升本　順夫 東京大学　大学院理学系研究科

太陽地球環境システムのシミュレーション研究 草野　完也 名古屋大学　太陽地球環境研究所

計算科学的手法を用いた高レイノルズ数スペクトル統計法
則の解明とその乱流モデリングへの応用 山本　義暢 山梨大学　大学院総合研究部

大規模シミュレーションを用いた革新的ロバスト炭素膜に
よる水処理機構に関する研究 遠藤　守信 信州大学

数値天気予報における予測可能性変動メカニズムの解明 榎本　剛 京都大学　防災研究所

古環境研究および気候将来予測に資する気候数値実験 阿部　彩子 東京大学　大気海洋研究所

大規模 LES流体解析による自動車非定常空力予測と性能
向上に関する実証解析 坪倉　誠 神戸大学　大学院システム情報学研究科

カノニカル乱流の大規模直接計算とモデリングによる応用
計算 石原　卓 名古屋大学　大学院工学研究科附属

計算科学連携教育研究センター

中緯度大気海洋結合変動が季節予測可能性に与える影響 中村　尚 東京大学　先端科学技術研究センター

低炭素社会実現のための密度汎関数法に基づいた第一原理
分子動力学シミュレーション技術の開発 大野　隆央 物質・材料研究機構　

理論計算科学ユニット
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地球シミュレータ所内課題

課題名 課題責任者氏名 課題責任者所属

北極域環境変動メカニズムの解明に向けた高解像度海氷海
洋結合モデリング 渡邉　英嗣 海洋研究開発機構　

北極環境変動総合研究センター

四次元変分法データ統合システムを用いた全球長期海洋環
境の再現 増田　周平 海洋研究開発機構　

地球環境観測研究開発センター

海流前線波動予測に向けた高解像度海流モデリングの応用
研究 宮澤　泰正 海洋研究開発機構　

アプリケーションラボ

海洋観測データを融合した確率論的な数理季節予測システ
ムの開発 Swadhin Behera

海洋研究開発機構　
アプリケーションラボ

リアルタイム - APLモデルアンサンブル季節予測とその応
用可能性について Swadhin Behera

海洋研究開発機構　
アプリケーションラボ

全球雲解像モデルを用いた熱帯シームレス予測のための基
盤的研究 大内　和良 海洋研究開発機構　

シームレス環境予測研究分野

先端的データ同化システムの開発と再解析データの作成 石川　洋一 海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

全球非静力学モデルを用いた高解像度計算による気象擾乱の
発生・発達メカニズムとその予測可能性に関する研究 那須野　智江 海洋研究開発機構　

シームレス環境予測研究分野

長期的気候変動予測のための高精度気候モデルの開発研究 河宮　未知生 海洋研究開発機構　
統合的気候変動予測研究分野

急変する北極気候システム及びその全球的な影響の総合的
解明 小室　芳樹 海洋研究開発機構　

統合的気候変動予測研究分野

ダウンスケール手法による気候変化時の気象場詳細計算と
情報可視化・情報展開 杉山　徹 海洋研究開発機構　

地球情報基盤センター

実地球環境でのコア活動の数値シミュレーション 浜野　洋三 海洋研究開発機構　
地球深部ダイナミクス研究分野

海洋の渦・前線とそれらが生み出す大気海洋現象の解明 野中　正見 海洋研究開発機構　
アプリケーションラボ

アンサンブル同化手法を用いた観測システムの最適化に関
する研究 小守　信正 海洋研究開発機構　

アプリケーションラボ

ハワイ大学国際太平洋研究センター（IPRC）との「アジア・太
平洋域を中心とした地球環境とその変動」に関する共同研究 野中　正見 海洋研究開発機構　

アプリケーションラボ

先端的固体地球シミュレーションコードの開発 古市　幹人 海洋研究開発機構　
数理科学・先端技術研究分野

地球科学分野における複雑乱流プロセスの数値研究 大西　領 海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

持続的な安全社会の構築に資する先端的マルチスケール環
境予測シミュレーション 大西　領 海洋研究開発機構　

地球情報基盤センター

高度情報利用社会実現に向けた大規模環境予測シミュレー
ションと周辺技術の開発 大西　領 海洋研究開発機構　

地球情報基盤センター

フラグメント分子軌道法の生物間相互作用解析 --ウイルス
の受容体への結合特異性解析への応用 --

丸山　正 海洋研究開発機構　
海洋生命理工学研究開発センター

全球地震波伝播シミュレーション 坪井　誠司 海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

逐次データ同化によるプレート境界固着・すべりの推移予
測実験 堀　高峰 海洋研究開発機構　

地震津波海域観測研究開発センター

ポストペタスケールシステム向けの並列計算モデルの開発
と評価 上原　均 海洋研究開発機構　

地球情報基盤センター
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地球シミュレータ特別推進課題

試験運用期間
課題名 課題責任者氏名 課題責任者所属

4次元変分法データ同化システムを用いた高分解能海洋再
解析

石川　洋一
海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

地球温暖化施策決定に資する気候再現・予測実験データ
ベース

高薮　出 気象庁　気象研究所

即時津波浸水予測に向けた高分解能・量的津波シミュレー
ション

馬場　俊孝 徳島大学工学部建設工学科

非静力学大気波浪海洋結合モデルを用いた台風 -海洋相互
作用の研究：特に台風上部の巻雲に注目して

坪木　和久 名古屋大学　地球水循環研究センター

第 1期
課題名 課題責任者氏名 課題責任者所属

ESの全ノードを用いた全球地震波形計算による地球内部
構造の解明

坪井　誠司
海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

地球温暖化施策決定に資する気候再現・予測実験データ
ベース

高薮　出 気象庁　気象研究所

複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風予
測実験

竹内　義明 気象庁　気象研究所

非静力学大気波浪海洋結合モデルを用いた台風 -海洋相互作
用の研究：海洋上部貯熱量変動の台風強度に与えるインパクト

坪木　和久 名古屋大学　地球水循環研究センター

第 2期
課題名 課題責任者氏名 課題責任者所属

複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風予
測実験

竹内　義明 気象庁　気象研究所

ESの全ノードを用いた全球地震波形計算による地球内部
構造の解明

坪井　誠司
海洋研究開発機構　
地球情報基盤センター

内核を取り込んだ新しい地球ダイナモシミュレーション 宮腰　剛広
海洋研究開発機構　
地球深部ダイナミクス研究分野

海洋鉛直混合観測データを用いた全球海洋環境再現実験 増田　周平
海洋研究開発機構　
地球環境観測研究開発センター
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3. 地球シミュレータシステム構成
地球シミュレータは、平成 14年に初代システムが運用を開
始し、地球温暖化に関する IPCC第 4次および第 5次報告書
への貢献をはじめ地球科学ならびに関連科学技術の発展に多
くの貢献をしてきました。平成 21年 3月には第二代（ES2）へ
の更新が行われました。その間、フラッグシップ・システムから、
海洋地球科学分野を主とした計算を担当するシステムへと役割
が変わりましたが、この分野を中心に多くのユーザに利用され
てきました。ES2 は、平成 27 年 2末日をもって運用を終了し、
3月からは ES2の実効性能を10倍超上回る新地球シミュレー
タの試験運用が開始され、6月には正式運用に入りました。新
地球シミュレータでは省エネルギー化を達成するとともに、引
き続き海洋地球科学分野を中心とした研究を推進するHPC基
盤システムとして活用されるように運用を行っています（図 2）。
新地球シミュレータ調達は、平成 25年 5月に資料招請、

平成 26年 2月入札公示、同 5月に開札を行い、機種を決定
しました。平成 27年 2月末に予定通り全体の1/2の 2560ノー
ドを検収し、3月初めより稼働を開始して試験運用に入り、

5月末には全システムの検収を完了して、6月より正式運用を
開始しました。検収に当たっては、システムが運用に耐えうる
ものであることを担保するため、機能、性能が提案仕様を満
たしていることを、それぞれ 914項目、13項目の実証検査で
確認するとともに、試験運用での負荷環境下での二週間の連
続運用とその間 90%以上の資源が利用可能であることを要件
とする可用性検査を実施し、新地球シミュレータシステムは、
可用率 98.985%で検査合格となりました。性能試験では、調
達時の性能評価試験に用いたベンチマークプログラムで実測
を行なったが、実際のシステムは、コンパイラの改善などが寄
与し、入札時の報告値を実測値が 2～ 5%上回ることが確認
されました。性能評価試験に基づけば、ES2に比べて、新地
球シミュレータでは、同数の CPUを用いれば、平均 2.1倍（プ
ログラムを変更しない場合）～ 2.8倍（プログラムを新システ
ムに合わせて変更した場合）の性能を得られることが示され
ています（表 1、図 3）。

図 2 新地球シミュレータ

図 3 ES2と新地球シミュレータの性能比較

表 1 ES2と新地球シミュレータの仕様比較





  地球シミュレータ公募課題  
– Earth Simulator Proposed Research Project –





9

地球シミュレータ公募課題  – Earth Simulator Proposed Research Project –Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

地球シミュレータを活用した即時津波浸水予測のためのデータベース
の構築

課題責任者

馬場　俊孝 徳島大学　工学部

著者

馬場　俊孝
三神　　厚
坂東　　淳

徳島大学　工学部
徳島大学　ソシオテクノサイエンス研究部
徳島県危機管理部

地方自治体の地震や津波などの災害対応においては、まず対応の基礎となる「被災情報の確保」が大きな課題である。
特に大規模災害であればあるほど、断片的な情報から全体を推計することは困難を極める。このため、徳島大学と徳島
県は、防災関係機関の対応判断の支援を目的として、津波浸水シミュレーションによる「面」的な災害推定システムを
開発している。本システムでは気象庁から提供される震源位置とマグニチュードに基づいて、津波浸水データベースを
即時検索することによって行われる。アルゴリズムは単純だが、南海トラフで発生する可能性がある津波を網羅し、か
つ高分解能な津波浸水データベースを構築する必要があり、その実現には膨大な計算資源が必要となる。本研究では、
津波浸水データベースの構築について、地球シミュレータを用いて検討した。その結果、津波計算コードの地球シミュレー
タへの最適化を経て、実行可能な計算時間でデータベースを構築できることが分かった。

キーワード： 津波 , 南海トラフ , 予測システム

1.	 はじめに
南海トラフ巨大地震などによる大規模地震・津波災害
の場合、人命救助のために、災害応急体制を迅速かつ適
切に構築し、対応を開始しなければならない。このため、
地震動による被害や津波の浸水範囲などの情報を可能な
限り早く把握することが求められる。半日から１日程度
経過すれば、ヘリコプターなどによる調査によって被害
の全貌が明らかになってくるものの、災害発生後およそ
半日間は断片的な被害情報しか得られない。
このように災害対応業務においては、まず対応の基礎
となる「被災情報の確保」が大きな課題である。特に大
規模災害であればあるほど、断片的な情報から全体を推
計することは困難である。このため、従来「点」で確認
していた観測情報だけでなく、シミュレーションによる
「面」的な災害情報の推定が求められる。徳島大学は徳島
県と連携して、津波災害発生時において、上記を実現す
るシステムの開発している。このシステムでは震源情報
（位置と規模）に基づいて、データベース検索し、津波浸
水の予測を提供し、さらにはそれに基づいて、通行可能
道路を判断する。そのシステムで必要となる津波浸水デー
タベース（DB）の構築を、今回、地球シミュレータによ
り試作した。

2.	 津波シミュレーションの手法
まず、本研究で利用した津波シミュレーションモデル
について説明する。地震は地殻変動を伴い、地盤の水平
移動や昇降が発生する。これが海底において生じた場合、
海底の昇降によって津波が励起される。震源の情報を元

に作成した波源を初期条件とし、地形情報を境界条件と
して入力して、水位と流量の時間発展を評価することで
津波伝播を計算する。本計算では、津波シミュレーショ
ンコード（JAGURS）（Baba et al, 2015; 2016[2][3]）を利
用した。JAGURSは、オイラーの運動の式と連続の式を
長波として近似した式（長波方程式）を使用し、その時
間発展を有限差分法により解くことで、津波の波源から
沿岸までの伝搬、および陸地への浸水や河川への遡上を
計算することができる。移流項（空間の移動に起因する
速度の変化量）および海底面の摩擦を考慮した非線形式、
またはこれらを考慮しない線形式の 2つに対応しており、
また太平洋を伝搬するような津波計算も扱えるように座
標系は球面座標を採用している。JAGURSで用いている
支配方程式は次のように書ける。

 （1）

 （2）

 （3）

式（1）、（2）が運動の式、式（3）が連続の式である。
ここでM,Nは緯度、経度方向の単位幅流量、Rは地球半径、
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θは余緯度、φは経度、dは静水深、hは水位、fはコリオ
リ係数、tは時間を示す。また、長距離にわたって伝播す
る遠地津波の場合には、分散項やコリオリ力を考慮する
必要があるが、本研究では近地地震を対象としているた
め、それらは考慮しない。
差分計算のための格子として、スタッガード格子を採
用し、水位（h）および静水深（d）を格子中央、流量（M, N）
を 1/2格子分ずらし格子境界上にとっている。基礎方程式
はリープフロッグ法のスキームを用いて差分化する。数
値不安定を避けるため移流項のみ 1次の風上差分で解い
ている。1次風上差分では、数値粘性の影響により変数値
（ここでは流量と水位）の減衰が想定されるが、津波の波
長は格子分解能に比べて非常に長く、なだらかに変化す
るため、数値粘性の強い 1次風上でも、検潮記録の再現
や浸水域の予測においては問題にならない。しかしなが
ら、浅水変形、海岸での反射や地形による屈折、沿岸近
傍で短波長成分が卓越してきた場合において、1次風上に
よる数値粘性に影響が無視できなくなるため、計算目的
によっては、数値粘性の少ない高次の差分スキームを利
用する必要があるので注意しなければならない。

JAGURSは多階層のネスティングにより、計算領域内
の特定の領域について格子解像度を上げた計算が可能と
なっている。ネスティング境界において水位および流量
が非連続とならないように双方向の通信を行っており、
親ドメインから子ドメインに対しては親ドメインのデー
タをネスティング境界で内挿して生成し、子ドメインに
渡す。子ドメインから親ドメインに対しては、親ドメイ
ンと重なっている子ドメインの格子のデータをコピーす
る。MPI並列化については、ネスティング階層それぞれ
に対して、全プロセスでの東西、南北方向 2次元領域分
割を行う。ネスティング階層内の分割領域間の通信は 1
対 1の袖通信、またネスティング階層間の通信は全プロ
セスによる集団通信を利用する。JAGURSにおける並列
津波計算のフローチャートを図 1に示す。

3.	 地球シミュレータへの最適化
津波シミュレーションコード（JAGURS）は、スーパー
コンピュータ「京」及び Intel CPUを搭載した PCクラス
タでの動作実績はあったが、当初、ESでの動作実績はな
く、ES向けにチューニングが施されていなかった。ここ
では、性能向上の効果が見られた 2つのチューニング（本
稿では tune1、tune2と記す）とマルチジョブコントロー
ル機能について報告する。実計算で使用する南海トラフ
地震を想定したデータセットで津波計算を実施する。並
列手法は FlatMPIとし、ノード内 4プロセスで測定を実施
した。地形データ等の領域分割は、大部分の処理で東西
方向のループが最内ループとなっているため、東西方向
の分割数を可能な限り小さくし、ループ長（ベクトル長）
をより長くすることにより、ベクトル化の効率を高める
必要がある。そこで東西方向に 2分割、南北方向に 32分
割とし、64MPIで測定した。

3.1 非線形流量計算ルーチンのベクトル化
 （tune1）
計算の大部分は非線形流量計算ルーチンが占めている。

この非線形流量計算ルーチンについて、主要演算ループ
がベクトル化されていなかったため、ループ分割を適用
しベクトル化を実施した。当該ルーチンはループボディ
が大きく、条件分岐が複数あり、ベクトル化を阻害して
いた。表 1の条件 1を満たすケースが大部分を占めてい
るため、条件 1の条件分岐を削除し、全条件に対して、
処理 1のベクトル演算処理を行った後、その他条件に適
合する場合のみ変数を更新するように変更を加えた。そ
の結果、非線形流量計算ルーチンの実行時間が大幅に短
縮されており、それに伴って本ルーチンにおけるインバ
ランスを含む子ドメインから親ドメインへのネスト間通
信、及び袖領域の隣接通信の実行時間も短縮された。全
体として、平均ベクトル演算率が 75.9%から 97.9%に、
平均 ADB要素ヒット率が 36.4%から 67.8%に向上し、計
算時間が 6.1倍高速化した。

表 1　非線形流量計算ルーチンの最適化

最適化前 最適化後

do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    if（条件 1）then 処理 1
    else if（条件 2）then 処理 2
    else if（条件 3）then 処理 3
    else 処理 4
    end if
  end do
end do

do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    処理 1
  end do
end do
do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    if（条件 2）then 処理 2
  end do
end do
   :
   :

図 1 津波計算のフローチャート（2重ネスト）の例。
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3.2 ネスト間通信手法の変更（tune2）
津波シミュレーションコード（JAGURS）におけるネス
ト間通信の手法としては、MPI_Allreduceを用いる手法と
MPI_Alltoallvを用いる手法が選択できる（図 2）。MPI_
Allreduceを用いる場合は、全プロセスがネスト間通信の
対象となるバッファを一様に保持する。このバッファの
全域を 0で初期化した後、各プロセスが自身の送信する
要素のみについて値を入れ、その後 MPI_Allreduce通信
を行うことで全プロセスが結果を共有する。この手法は、
並列数に拠らず通信バッファサイズが常に一定であり、
各プロセスがアクセスする必要がない要素についても共
有のための通信が行われるため、通信量に無駄が多いと
いうデメリットがある。一方、MPI_Alltoallvを用いる場
合は、各プロセスが、自身が送受信すべき最低限の要素
について送受信を行う。この手法では、並列数の増加に
伴って各プロセスの通信量が減少し、必要最低限の通信
が行われるというメリットがある。
また、ネスト間通信における子ドメインから親ドメイ
ンの内挿処理については、「親ドメインの領域端のみを対
象とする」か「親ドメインの全領域を対象とするか」を
選択できる。後者の場合、前者と比較してMPI通信量が
増加する。本研究では、親ドメインの領域端のみを内挿
対象とした。
スーパーコンピュータ「京」における高並列計算では、

MPI_Alltoallvの 3次元論理トーラス形状に特化した手法
（安藤ほか、2014[1]）が効果的だったが、新 ESで行う本
研究では MPI_Alltoallvよりも MPI_Allreduceの方が計算
時間で 1.8倍高速であった。これは並列規模が小さく、通
信量が少ないため、MPI_Allreduceの方が高速となったと
考えられる。

3.3 マルチジョブコントロール
津波シミュレーションコード（JAGURS）には入力デー
タが異なる複数ケース（複数のシミュレーション）を単
一のMPIジョブとして実行する機能を有している。全ケー
スのシミュレーションが完了するまでケース間の通信、
同期は一切発生せず、完了したケースは他の全ケースが
完了するまで待つため、ジョブ全体として実行時間が最

も実行時間が長いケースのものとなる。本研究で使用す
るデータは、どのケースでも実行時間はほとんど変わら
ず、ケース数が増えることによるオーバーヘッドもほと
んどなかった。
システムの利用状況（ジョブスケジュール）にあわせて、

1ジョブ当たりのケース数を工夫することで計算効率性が
向上する。例えば、既に実行中のジョブが多い状況では、
1ジョブ当たりのケース数を少なくした方がジョブスケ
ジュールの空きを効率良く利用することが出来る。一方、
実行中のジョブがない、もしくは少ない状況では、1ジョ
ブ当たりのケース数を増やすことで同時に複数ケースの
結果を得ることができ、システムの最大同時ジョブ実行
数が少ない場合に有効である（図 3参照）。新 ESは、複
数のクラスタ（高速ネットワークが接続されている単位）
で構成されており、2,048ノードといった大規模クラスタ
もある。大規模クラスタを占有すれば、1ケース 16ノー
ド 64並列実行の場合、一度に 128ケースを実行すること
も可能である。
本研究では、スケーラビリティの検証結果とシステムの

利用状況から、2ケース 32ノードジョブを採用した。また、
新 ESのシステム制限値である同時実行数を緩和すること
で、大量ジョブを効率良く実行できるように調整した。

4.	 津波浸水データベースの構築
地球シミュレータに最適化されたコードを用いて、南
海トラフで発生する様々な津波にを予め計算し、徳島県
全沿岸部での津波浸水予測をデータベース化する。津波
の計算に必要な震源断層モデルは、南海トラフの海溝型
地震を対象に絞って、約 200通り構築した。震源断層モ
デル群においては、有意な津波を励起するマグニチュー

図 2 MPI_AllreduceとMPI_Alltoallvの比較。 図 3 複数ケースジョブにおけるジョブスケジューリング。
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ド（M）6.5程度から最大クラスの M9を対象とし、各
断層は矩形断層で近似し、内閣府（2012[5]）のプレート
境界面深度モデルの上面に配置した。断層長や幅、滑り
量分布の設定には、スケーリング則（e.g. Murotani et al., 
2013[4]）や、東北地方太平洋沖地震、昭和東南海・南海
地震など過去の海溝型巨大地震のモデルを参考とし、断
層すべりの空間的不均質さもある程度考慮した（図 4）。
各震源断層モデルに対し、徳島県沿岸部全域で予想さ
れる津波高と浸水分布を地球シミュレータにより計算し
た。計算については、当該モデルによる地殻変動を半無
限均質弾性モデル（Okada,1985[6]）により求め、その鉛
直成分を津波の初期水位分布として与えた。ネスティン
グ手法を用いて、沿岸部に近づくにつれて分解能が細か
くなるモデルを採用し、沿岸部での地形分解能は 5mとし

た。津波発生から 6時間分の津波を計算した。地形デー
タには、平成 24年徳島県委託業務「津波解析用データ作
成業務」により整備されたものを用いた。計算における
津波防御施設の扱いは、南海トラフ地震 3連動以上（お
よそM8.5以上）では津波防御施設は破壊するとして、そ
れ以下では健全とした。潮位は T.P.=0として解析した。
本システムでは気象庁から提供される即時震源情報を
基に、上述の地震動・津波 DBを検索・マッチングさせて、
最適なシナリオを特定し、その震度分布と浸水深分布を
表示する。シナリオ検索は、震源の位置、マグニチュー
ドの３つという少ない情報に頼るため、ロジックツリー
（図 5）を作成し、それに基づいてシナリオを特定するア
ルゴリズムを構築した。

図 5 津波データベース検索のためのロジックツリー。M6.5以上で起動し、震源位置と比較し最も左側の列にある断層のうち近接断層
を特定、気象庁の提供するマグニチュード（括弧内の数字）を超えるとシナリオまでツリーを右側に移動し、止まったところの
シナリオが最適として選ばれる。

図 4 震源断層モデルの例。青色の部分は背景すべり域、水色は大すべり域、黄色は超大すべり域を示す。
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5.	 まとめ
本稿では、地球シミュレータの社会貢献の一例として
の取り組みを紹介した。多くのシナリオに対して、高い
空間分解能で津波予測を実施するには、多くの計算資源
が必要である。地球シミュレータへの津波計算コードの
最適化、および地球シミュレータを用いた大規模計算に
より、本課題の実用化に一定の方向性を示した。

謝辞
本研究の実施にあたり、海洋研究開発機構地球情報基
盤センターより、多大なご尽力と賜りました。特に上原
均氏、今任嘉幸氏には業務の枠を超えて、本研究の実施
にご協力いただきました。記して感謝いたします。

文献
[1] 安藤和人 , 馬場俊孝，松岡大祐，加藤季広，京コン
ピュータによる大規模津波シミュレーション , 情報処
理 , 55, pp.4-9, 2014.

[2] Baba, T., N. Takahashi, Y. Kaneda, K. Ando, D. Matsuoka, 
and T. Kato, Parallel implementation of dispersive tsunami 
wave modeling with a nesting algorithm for the 2011 
Tohoku tsunami, Pure appl. Geophys., doi:10.1007/s00024-
015-1049-2, 2015.02.

[3] Baba, T., K. Ando, D. Matsuoka, M. Hyodo, T. Hori, N. 
Takahashi, R. Obayashi, Y. Imato, D. Kitamura, H. Uehara, 
T. Kato, and R. Saka, Large-scale, high-speed tsunami 
prediction for the great Nankai trough earthquake on the K 
computer, Inter. Jour. of High Per. Comp. App., 30, 71-84, 
doi:10.1177/1094342015584090, 2016.02.

[4] Murotani, S., K. Satake, and Y. Fujii, 2013, Scaling 
relations of seismic moment, rupture area, average slip, 
and asperity size for M~9 subduction-zone earthquakes. 
Geophys. Res. Lett., 40:5057-5074. doi:10.1002/grl.50808.

[5] 内閣府 , 2012, 南海トラフ巨大地震モデル検討会 , 
 http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/model/, last access 

on 2016.05.12.
[6] Okada, Y., 1985, Surface deformation due to shear and 

tensile faults in a half-space, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 
75, pp. 1435-1154, 1985.



14

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

1. Introduction
The Nankai  ear thquakes  are  ant ic ipated to  occur 

accompanied by large tsunamis. Emergency disaster operations 
should be started rapidly and properly to save lives after 
the great tsunami disasters happen. In order to enhance the 
emergency disaster operation, we need to provide a possible 
tsunami inundation area as soon as possible. Although a site 
survey will be conducted after a half day or a day by using a 
helicopter for example, numerical tsunami predictions using 
the real-time seismic and tsunami observation are solely 
available until the first 12 hours to draw a big picture of the 
disaster. We accordingly are developing a prototype system 
predicting tsunami inundation to the coastal area in Tokushima 
prefecture based on numerical simulation. The system applies a 
database-driven algorithm so that we have to prepare a tsunami 
inundation database containing all tsunami scenarios that could 
occur in the Nankai trough subduction zone. In this study, Earth 
Simulator was used in constructing of the database. But we at 
first optimized tsunami simulation code on Earth Simulator to 
carry it out efficiently. We describe the optimization methods 
and created tsunami database in this manuscript.

2. Optimizing on Earth Simulator
We used a tsunami calculation code called JAGURS that 

solves linear/nonlinear long-wave/Boussinesq equations with 
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a nested algorithm on a staggered, leap-frog finite differential 
scheme (Baba et al., 2015[1]). This code was paralleled by using 
OpenMP and MPI.

Velocity update routine in JAGURS originally contained 
many IF statements that caused long waiting periods for 
floating-point instructions to be completed. We therefore 
introduced the following code enhancements (Table 1). In the 
original code, propagating waves of dry grid cells (i.e. on land, 
where there was no propagating wave) were not processed in the 
velocity update loop. However, we modified the code to apply 
the propagating wave processing to all grid cells regardless of 
whether they were dry or wet. This allowed vector optimization 
and software pipelining. In grid cells located on land, velocities 
were overwritten with zeros after the first pass through the 
velocity update loop. Because of the complicated IF statement 
structure, vector optimization and software pipelining were not 
applied during this overwrite, but the time cost of this operation 
was negligible. To further improve vector optimization and 
software pipelining of propagating wave processing, we divided 
the inner loop into several subloops, each with only one IF 
statement. We also used an option that enabled the compiler to 
generate masked instructions.

As result of the optimization, averaged vector operation rate 
and ADB element hit rate were improved from 75.9% to 97.9%, 
and from 36.4% to 67.8%, respectively. Calculation speed 
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became to be 6.1 times faster. 

Table 1  Optimization in velocity update process

original optimized

do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    if (branch 1) then 
       process 1
    else if (branch 2) then    
       process 2
    else if (branch 3) then
       process 3
    else process 4
    end if
  end do
end do

do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    process 1
  end do
end do
do i = ist, ind
  do j = jst, jnd
    if (branch 2) then
      process 2
  end do
end do
   :
   :

3. Multi-scenario control
The tsunami code, JAGRUS, has a function to calculate 

multi-scenario as a simultaneous run. All scenarios are 
completely independent, no data communications and process 
synchronism between the scenarios are needed. Processor 
assigned by a small computation waits another processor 
assigned by large computation so that the total wall time for 
computation is the same with the longest job in the multi-
scenarios. However, scenarios used in the study incurred almost 
the same calculation loads. Overhead time was negligible in our 
cases. 

Depending on scheduling of all jobs submitted to Earth 
simulator, we changed a number of scenarios per a submission. 
For example, when many nodes are occupied by other jobs, a 
multi-scenario job consisting a small number of scenarios was 
submitted to slip in empty nodes among occupied nodes. If 
no other job or a small number of jobs are submitted to Earth 
simulator, a submission of multi-scenario job consisting a large 
number of scenarios is efficient. Although Earth simulator 
is consist of plural clusters, the biggest cluster has 2,048 
computational nodes. We can calculate our 128 scenarios at the 
maximum, in which each scenario uses 16 nodes, at once on 
Earth Simulator.

4. Creating tsunami inundation database
We created a tsunami inundation database for Tokushima 

prefecture by using the optimized code on Earth Simulator. We 
defined about 220 earthquake scenarios possibly occurred in the 
Nankai subduction zone with a range of magnitude from 6.5 to 
9.0. We here assumed heterogeneous slips on the fault planes. 
We repeatedly calculated tsunamis by changing the earthquake 
scenarios with the multi-scenario control to evaluate tsunami 
inundation on land with spatial resolution of 5 m interval. 
All data were stored in a tsunami database. A logic tree was 
constructed to select only one appropriate scenario from the 
tsunami database based on the epicentral location and magnitude 

provided by the JMA’s disaster information XML. 

5. Conclusion
We introduced a practical use of Earth simulator in the 

paper though a cooperative work between a university and a 
local government. Earth simulator can contribute a tsunami 
assessment in real time in Tokushima prefecture. The tsunami 
prediction system is expected to be used in operational in the 
near future. 

However, in terms of total performance of the tsunami 
prediction system, there are points need to be improved. The 
algorithm doesn’t take into account earthquake rupture extent, 
which is not negligible in prediction of tsunami with high-
accuracy. Also, it is not good at tsunami earthquake which 
generates a large tsunami with weak seismic shaking. We 
accordingly need to add a function to upgrade (re-select) 
scenario based on tsunami height observations off shore and 
at the coast, which are provided by follow-up information of 
the JMA’s XML or direct connection to seafloor observatory 
such as Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes 
and Tsunamis (Kaneda et al., 2015[2]). We will also consider 
to improve the prediction accuracy by increasing number of 
the earthquake scenarios. In that case, we should use more 
computational resources of Earth simulator.
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東北地方の沖合の太平洋上で起こるアウターライズ地震の際に観測される 150秒以上続く長周期地震動（周期 13-14秒）
の成因を、地震波動伝播シミュレーションにより評価した。観測記録を調べた結果、この長周期地震動は約 100秒の時
間差で到達する 2つのレイリー波の波群からなる事が分かった。この現象はアウターライズ地震でのみ観測され、日本
海溝より陸側で起こる同規模のプレート間地震などの際には観測されなかった。この現象の成因を探るため、3次元速
度構造、地形および海水層を考慮した 3次元差分法による波動伝播シミュレーションを行った。その結果、海水層によ
り震央付近の深海底で生成する海洋レイリー波、これが長時間継続する長周期地震動の原因であることがわかった。そ
こでは、まず、高次モードの海洋レイリー波が海底斜面で基本モードのレイリー波に変換され、陸域でレイリー波群と
して観測される。次いで、基本モードの海洋レイリー波がより遅い速度で伝播し、同様に基本モードのレイリー波に変
換され、2つ目の波群として観測されることで、長い波群が形成される。地下構造モデルの海水層を空気層に置き換え、
海水がないものとしてシミュレーションを行うと、海洋レイリー波は生成されず、長周期地震動の継続時間は短くなった。
この結果から、特に長周期の地震動評価にあたって海水層を考慮する事の重要性が強く示唆された。 

キーワード： 長周期地震動 , アウターライズ地震 , レイリー波 , 地震波動伝播 , シミュレーション地震学

1.	 はじめに
東北地方太平洋沖のアウターライズ地震の際に、150秒

以上続く大振幅の長周期地震動が観測された。この現象は
アウターライズ地震の際にのみ見られ、付近の同規模のプ
レート間地震では見られなかった。アウターライズ地震に
よる被害では、陸上での揺れに比して大きな津波が主に考

えられてきたが、長周期地震動が長時間続くことは、石油
タンクのスロッシングなどの被害に大きく影響する可能性
がある。本研究では、東北沖のアウターライズ地震につい
て、3次元差分法を用いた波動伝播シミュレーションを行
い、長時間の長周期地震動の成因を解明する。

図 1 (a)関東から東北にかけてのプロファイルに沿った、(b)アウターライズ地震（(a); I）および (c)プレート間地震（(a); II）の際の
Hi-net観測点（(a)黒三角）での上下動変位（周期 2～ 20秒）の観測波形。P, S, R1, R2はそれぞれ P波、S波と 2つのレイリー
波を示す。
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2.	 観測記録
2005年 11月 15日に起きた東北沖のアウターライズ地
震（Mw7, 深さ 18km）の際に、東北地方から関東地方にか
けての広い範囲で、150秒以上続く大振幅の長周期地震動
が観測された（図 1(b)）。図 1に示した広帯域かつ稠密な
地震記録は、防災科研による微小地震観測網 Hi-net（Okada 
et al., 2004[1]）の記録に、計器特性を取り除くデジタル
フィルタ（Maeda et al., 2011[2]）をかけることによって得
た。このアウターライズ地震と同等の規模のプレート間地
震（2005年 8月 16日、Mw7.2、深さ 37km）の際には、長
く続く長周期地震動は見られず、震動継続時間は短かった
（図 1(c)）。アウターライズ地震の際に見られた長周期地震
動は、約 100秒の時間差で到達する 2つの波群から構成さ
れており、これら波群は共に周期 13-14秒に卓越し西へ伝
播するレイリー波であった。付近の他の地震についても同
様に調べたところ、他のアウターライズ地震でも特徴的な
2つの波群により震動継続時間が長くなる現象が見られた
が、日本海溝より西側で起こるプレート間地震や上盤内の
地震の際には見られなかった。このことから、震動継続時
間を長くする 2つの波群の成因は、海洋底（東北沖太平洋
では水深約 6km）から海溝を横断して陸域に至る伝播経路
にある可能性が考えられる。

3.	 シミュレーション
アウターライズ地震の際に見られる 2つの波群の成因

を解明するため、3次元差分法を用いた波動伝播シミュ
レーションを行う。使用する構造モデルでは実際の地形、
水深を考慮する。堆積層および地殻・マントルの地下構
造は JIVSM（Koketsu et al., 2012[3], Maeda et al., 2014[4]）
の一部を補外したものを使用する。また、海水の影響を
適切に考慮するため、地表・海底面に岡本・竹中（2005）

[5]、Nakamura et al. (2012)[6]による固体・流体境界条件
を使用する。海水の物性値は P波速度 1.5km/s、S波速度
0km/s、密度 1000kg/m3とする。固体の弾性波速度は最小
で 0.8km/sとし、解析対象周期は 10秒以上とする。震源
はダブルカップルで継続時間 10秒の点震源とし、深さと
メカニズムについては、2005年 11月 15日のアウターラ
イズ地震についての Harvard CMT solution（Ekström et al., 
2012[7]）による値を使用する。なお、深さ 18kmは海面
からの深さとしたため、海底からは 12kmとなる。手法の
詳細は Noguchi et al. (2016)[8]にある。
シミュレーション結果のスナップショットを図 2に示

す。まず、震源から P波と S波が広がるが、その後から震
央付近の深海底で顕著な相 O1が広がる（図 2(a), (b)）。O1
の伝播速度は 3km/s弱である。O1相は海溝を横切ってす
ぐに R1相に変換し（図 2(b)）、陸域に伝播する（図 2(c), (d)）。
R1相の伝播速度も 3km/s程度である。一方、震央付近で
は O1相の後から O2相が広がっていく（図 2(c), (d)）。O2
相の伝播速度は非常に遅く、1km/s以下である。O2相も海
溝を横切ると R2相に変換されるが（図 2(c)）、この時、伝
播速度が劇的に変化する。R2相の伝播速度は約 3km/sで
あり、R1相と同じである。R2相も R1相と同様に陸域全
体に伝播する（図 2(e)）。このシミュレーションにおいて
陸域で合成された波形を観測波形と比較すると、2つの後
続波群とその特徴が極めてよく再現されている（図 3(a)、
図 1(b)）。

O1および O2相の成因を探るため、モデル構造の海水
層を空気層に置き換え、海水がないものとして同様にシ
ミュレーションを行った結果、O1・O2相と R1・R2相は
生成されず、震動継続時間も短くなった。P・S相の後には、
約 3km/sで伝播する分散性のレイリー波群（R相）のみが
続いた（図 3(b)）。また、プレート間地震に対して海水層

図 2 海水層を考慮した東北沖アウターライズ地震の波動伝播シミュレーションで、地上および海底での上下動変位振幅のスナップ
ショット。下段は震源を通るプロファイル（上段の点線）の断面図。赤が上向き変位、青が下向き変位、星は震源の位置を示す。
P, S, O1, O2, R1, R2はそれぞれ P波、S波、2つの海洋レイリー波と 2つのレイリー波を示す。
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を想定してシミュレーションを行ったところ、O1・O2相
は東側（海側）には生成され伝播したが西側には伝播せず、
陸域で R1・R2相が観測される事はなかった（図 3(c)）。

4.	 考察
海水層がある場合の基本モードのレイリー波の分散曲
線を図 4(a)に示す。海洋プレートの構造の上に 6kmの海
水層がある時、レイリー波の群速度は周期 14秒付近で約

0.9km/sの最小値を示す。この値は、シミュレーションで
見られた O2相と一致する。このことから、O2相は深海
底で一種のエアリー相のようなメカニズムで発達したと
みられる。この遅い速度は、このレイリー波のエネルギー
の大部分が海水層中にあるためである（図 4(c)）。図 4(a)
を見ると、海水がある時の群速度の最小値は、3kmの場
合は 7～ 8秒など、水深が浅いほど短周期側に現れる。
長周期側については、水深が浅くなると長周期の波動の

図 3 波動伝播シミュレーションによる合成波形。波形出力点の位置は図 1(a)に同じ。上下動変位波形（2～ 20秒）で全点の最大値で
規格化されている。(a)アウターライズ地震で海水層を考慮した場合、(b)アウターライズ地震で海水層を考慮しない場合、(c)プ
レート間地震で海水層を考慮した場合。

図 4 海水層が存在する場合のレイリー波について、DISPER80（Saito, 1988[10]）を用いて計算した (a)基本モードの群速度の分散曲線、
(b) S6_0海洋の構造と 6kmの海水層の場合の基本モード、S6_1同じく 1次高次モード、S0_0海洋の構造で海水がない場合の基
本モード、C0_0大陸の構造で海水がない場合の基本モードの群速度の分散曲線、 (c)基本モードの周期 14秒での固有関数。



20

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

エネルギーは海水層の中にとどまれずに地中に移り、陸
域のレイリー波と同様となる（図 4(c)）。さらに、海水
層がない場合には群速度の最小値は小さくならず、周期
10秒以上では 4km/s弱と海洋マントルの S波速度に近づ
く。これは海水層を考慮しないシミュレーションで、深
海底であった部分を伝播するレイリー波に相当する。一
方、海水層の有無によらず陸域（大陸の構造）を伝播す
る基本モードのレイリー波の分散曲線は図 4(b)の C0_0と
して示してある。周期 14秒付近での群速度は 3km/s弱で
あり、R1・R2相および海水がないシミュレーションの R
相に一致する。また、海洋プレートに水深 6kmの場合の
1次高次モードの群速度の分散曲線が図 4(b)の S6_1に示
してあるが、やはり周期 14秒付近で約 2.6km/sの極小値
をもつ。この値は O1相に相当する。すなわち、O1相と
O2相は海水がある場合のみ存在する海洋レイリー波であ
り、基本モードと高次モードの群速度の違いにより 2つ
の波群に分かれ、結果として震動継続時間を長くしてい
る、という解釈ができる。この基本モードと高次モード
の海洋レイリー波については、大洋底に設置した海底地
震計の微動記録を解析した Takeo et al. (2014)[9]で詳しく
報告されている。

5.	 まとめ
東北地方太平洋沖のアウターライズ地震の際に観測さ
れる、長時間続く長周期地震動の成因を、3次元差分法に
よる地震波動伝播シミュレーションにより解明した。ア
ウターライズ地震の際には、共に大振幅の基本モードお
よび 1次高次モードの海洋レイリー波が生成されるが、
これらの群速度が異なるため海底で 2つの波群に分かれ、
それぞれが海底斜面で陸域のレイリー波に変換されて陸
地に到達するため、2つの波群が震動継続時間を長くして
いた。海洋レイリー波は海水層がないと生成されないた
め、海水層を考慮しないシミュレーションではこの現象
は再現されず、合成波形の震動継続時間はより短くなっ
た。この結果は、海域の地震による地震動には海水層そ
のものが無視できない影響を及ぼしているという事を示
している。この影響の及ぶ周期帯域は、水深に依存する
ことが理論的解析により示唆された。このことから、特
に長周期地震動については海水の影響を考慮することが
重要であるといえる。長周期地震動による石油タンクの
スロッシングなど、震動継続時間は振幅と共に被害を左
右する要素と考えられるため、継続時間に影響する海洋
レイリー波と海水層の存在は、地震動評価の際には適切
に考慮されるべきである。
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1. Introduction
We found an anomalously long-lasting long-period ground 

motion during outer-rise earthquakes occurring off-Tohoku. 
For ground motion, not only the amplitude but the duration is 
important because it could influence on the damage of large 
structures, the sloshing of oil tank for example. We investigate 
the observed long-duration long-period ground motion in detail 
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We investigate the cause of anomalously long lasting (>150 s) long-period ground motion (T=13~14 s) observed during outer-
rise earthquakes occurring off-Tohoku by means of seismic wave propagation simulation. The observed long-period ground motion 
consists of two Rayleigh wave packets arriving with a time interval of ~100 s. The two packets do not appear during interplate 
earthquakes.	We	conduct	 the	simulation	for	wave	propagation	during	the	outer-rise	earthquake	by	means	of	3D	fi	nite	difference	
method using 3D model structure considering sediments, subducting plate, topography and seawater. It is shown that ocean-
infl	uenced	Rayleigh	waves	are	generated	around	the	epicenter	 located	deep	sea	area.	The	higher	mode	oceanic	Rayleigh	wave	is	
converted	to	the	fundamental	mode	Rayleigh	wave	at	seafl	oor	slope	and	appears	as	the	fi	rst	packet	at	land.	The	fundamental	mode	
oceanic Rayleigh wave propagates much slowly through deep sea, converted similarly and appears delayed as a second packet at 
land. This phenomenon does not occur in the simulation ignoring seawater because oceanic Rayleigh wave is not generated. This 
result indicates that we should take seawater into account appropriately in the estimation of long-period ground motion during 
earthquakes in sea area.
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and reveal the mechanism of the phenomenon by means of 
ground motion simulation. 

 

2. Observation
We found the long-duration long-period ground motion 

with large amplitude during M7 outer-rise earthquake occurred 
November 15th. 2005 (Fig. 1(b)). We investigated broad-band 

Fig. 1 Vertical component displacement seismograms: (b) observed during the outer-rise earthquake shown in (a), (c) simulated considering 
seawater	and	(d)	simulated	without	seawater	along	a	profi	le	(straight	black	line	in	(a)),	with	Hi-net	stations	indicated	by	black	triangles.	All	
waveforms are normalized by the maximum of all waves during each event. P, S, R1 and R2 show P-wave, S-wave and Rayleigh wave packets 
respectively.
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wave field using dense pseudo broad-band records which are 
derived	by	applying	a	time-domain	digital	fi	lter	(Maeda	et al., 
2011[1]) on the seismic records by Hi-net, short-period high-
sensitivity observation network operated by NIED (Okada et 
al., 2004[2]). It is clearly shown that the long-lasting ground 
motion consists of two wave packets (R1 and R2 in Fig. 1(b)) in 
the record section. The two packets are dominant at a period of 
13-14 s and show characteristics as a retrograde Rayleigh wave 
propagating westward. We checked other earthquakes occurring 
around off-Tohoku and found that such typical wave packets are 
observed during outer-rise earthquakes only, while they do not 
appear during the other earthquakes occurring at the west side 
of Japan Trench. It indicate that the long-duration due to typical 
two packets could attributed to the propagation path including 
deep	sea	(~6	km	depth),	trench	and	seafl	oor	slope.	

3. Simulation
We conduct the simulation for wave propagation during 

outer-rise	earthquake	by	means	of	3D	fi	nite-difference	method	
using realistic model structure including sediments, subducting 
plate, topography, bathymetry and seawater. For subsurface 
structure, we use the model structure derived by extending 
JIVSM model (Koketsu et al., 2012[3], Maeda et al., 2014[4]). 
We apply a solid-liquid boundary condition (Nakamura et al., 
2012[5]) to take the seawater into account in the simulation. 
Further details are reported in Noguchi et al. (2016)[6].

The result is shown in Fig. 2. We can see that the oceanic 
Rayleigh waves (O1 and O2 in Fig. 2) are generated in deep 
sea area following P and S wave. The O1 phase propagates at 
~3	km/s	in	deep	sea	(Fig.	2(a),	(b)),	converted	to	R1	at	seafl	oor	

slope between the trench and land (Fig. 2(b)) and spreads over 
Tohoku and Kanto region (Fig. 2(c), (d)). Following O1 phase, 
the O2 phase propagates slowly (<1 km/s) in deep sea area (Fig. 
2(a)~(e)) and converted into R2 phase similar to the O1 (Fig. 
2(c), (d)). The conversion can be recognized clearly seeing the 
propagation speed increasing obviously as the O2 crosses the 
trench. This simulation reproduces the observation at land very 
well (Fig. 1(c)). We confirmed that the O1 phase is the first 
higher mode of oceanic Rayleigh wave, which is the Rayleigh 
wave which exists in the case with liquid layer. Similarly, the 
O2 phase is the fundamental mode of oceanic Rayleigh wave. 
The slow propagation speed of O1 phase is confirmed by 
dispersion curve analysis considering 6 km deep water layer. 
Such oceanic Rayleigh waves are also reported in the analysis 
of ambient noise recorded by ocean bottom seismometers by 
Takeo et al. (2014)[7]. 

We also conducted another simulation in the case without 
seawater replacing seawater layer with air layer. The two 
Rayleigh wave packets and oceanic Rayleigh waves did not 
appear (Fig. 1(d)). In the case of interplate earthquake, the 
oceanic Rayleigh waves were also generated, but it propagated 
toward	the	Pacifi	c	only	and	did	not	reach	at	 land.	It	would	be	
due to shallower bathymetry of epicenter and the geometry of 
seafl	oor	slope.	

4. Conclusions
We revealed the cause of long-duration long-period ground 

motion observed during outer-rise earthquakes by means of 
the simulation for wave propagation using 3D realistic model 
structure including seawater. The simulation result represents 

Fig.	2	 Snapshots	of	vertical	component	displacement	motions	at	 the	surface	and	seafl	oor	taken	from	FDM	simulation	with	a	model	that	 includes	
water. Lower panels show cross sections along the dashed line in the upper panels. Up- and downgoing motions are shown in red and blue, 
respectively. The yellow star in each plot shows the hypocenter. P, S, O1, O2, R1 and R2 show P-wave, S-wave, oceanic Rayleigh waves and 
Rayleigh wave packets respectively.
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clearly the mechanism of the long-period ground motion; the 
fundamental mode and first higher mode of oceanic Rayleigh 
waves which propagate with different speed are separated in 
deep sea and appear as two Rayleigh wave packets at land 
lengthening the duration of long-period ground motion. This 
phenomenon could not be represented by simulation without 
seawater. The duration of long-period ground motion is 
also important to estimate the damage on huge structures, 
the sloshing of oil tanks for example. Our result shows that 
considering seawater and realistic structure in the estimation of 
ground motion and damage brought by earthquakes in sea area 
is quite important.
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南海トラフ巨大地震後の復旧・復興を妨げる“津波公害”の未然防止は、国民の生活の質の維持、産業振興の阻害要
因解消に繋がるため重要である。本研究では、「発災前の環境対策」の実現に向けた被害予測を津波モデルと沿岸海洋モ
デルを組み合わせて実現することを目的に、徳島市を対象とした津波モデルの構築と、検討対象とした沿岸海洋モデル
の地球シミュレータでの利用性について評価した。JAGRUSを用いた津波予測では、中央防災会議による最大津波浸水
深の想定結果と良い一致が見られた。FVCOMと ROMSはパブリックコードのままでは地球シミュレータでは動作せず、
コードの修正が必要であった。とくに FVCOM3.7は Fortranのバージョンの関係で地球シミュレータでは動作せず、地
球シミュレータ側の対応が待たれる結果となった。また、FVCOMと ROMSは並列化率とベクトル化率に改善の余地が
あり、この点も今後の課題と考えられた。今後は JAGURSと FVCOM2.7のカップリングを進め、津波公害の被害予測を
行い、有効な対策を見出したい。

キーワード： 津波 , JAGURS, FVCOM, ROMS, 沿岸海洋モデル

1. 背景と目的
1.1 背景
東日本大震災では、津波による環境汚染が生じた（図 1）。

例えば、海底のヘドロが津波により陸域に持ち上げられ、
含有する重金属類は土壌汚染を、細菌は健康被害を引き起
こす原因となった。また、被災した化学工場から流出した
PCB等の有害物質の流出による土壌汚染も一部みられた。
同様のプロセスによる被害は、これからの南海トラフ巨大
地震津波でも発生すると考えられる。また、将来被災地の
多くが臨海部の工業地帯であるため、より大規模かつ深刻

な被害の発生が懸念される。そのためヘドロの浚渫など
の「発災前の環境対策」が必要であるが、津波による化
学物質の輸送過程を精度よく予測できなければ、有効な
対策の立案は困難である。南海トラフ巨大地震後の復旧・
復興を妨げる “津波公害”の未然防止は、国民の生活の質
の維持、産業振興の阻害要因解消に繋がる。

1.2 目的
本研究では、津波による化学物質汚染の発生・伝播の
予測のため、津波モデルによる津波予測と沿岸海洋モデ

図 1　研究の背景



26

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

ルの地球シミュレータでの利用性の評価を行った。本研究
の科学的・技術的な意義としては、3次元沿岸環境モデル
を適用することで、①潮汐や密度流の影響を考慮した現実
に近い海象条件での津波解析が可能となること、②化学物
質が引き波により海域に流出、3次元的な移流拡散し、そ
の後押し波で再び遡上するような場合も評価が可能とな
ることが挙げられる。また、遡上域における建物形状を入
力することで、③建物間で生じる縮流などの流体現象を考
慮することができ、より高精度な津波予測が可能となる。

2. 研究方法と研究計画
研究内容を表 1に示す。H27年度は、課題①②③に関
し文献調査並びに海底堆積物の現地調査、課題④に関し
地盤沈下量地図の作成、課題⑤⑥に関しモデル適用性の
検討を行った。課題⑤⑥では、解析対象とする空間スケー
ルに合わせて数値モデルを one-wayで連結して解析を実
施することを想定し、数値モデルの適用性評価を進めた。
検討対象としたモデルは津波の発生から沿岸海域までは 2
次元津波モデル JAGURS[7]を、3次元流動と物質輸送の
予測は FVCOM[8]と ROMS[9]とした。

3. 現状と今後の課題
3.1 化学物質輸送に関する検討
課題①②③では、関連の文献を収集し、海底堆積物の

再懸濁過程のモデル化について整理した。さらに、徳島
市内河川の新町川での採泥を実施し化学分析に供した。

3.2 数値モデル評価に関する検討
課題⑤⑥は、境界条件の整備と、ES上でのモデルの適

用性評価を行った。最新の地形情報を基に、空間分解能
や精度の検討を行い、新たな地形メッシュを作成した。
このメッシュを用い JAGURSによる試計算を試みた。L2
津波を想定した計算結果の一例を図 2～ 4に示す。図 3
の最大津波浸水深の分布は中央防災会議による最大津波
浸水深の想定結果と良い一致をみた。今後、この計算結

表 1　研究内容
A）津波による化学物質輸送モデル構築 B）数値解析による環境影響評価と対策検討
課題 明らかにすること 課題 明らかにすること

①化学物質の空間分布 公開データを基に、GISデータ化 ④津波解析の入力条件の整備
海岸堤防の地震と液状化による沈
下量を考慮した地形作成

②化学物質の混濁過程
ヘドロ巻き上げ時の水質特性、巻
き上がりのモデル化

⑤地球シミュレータによる数
値解析：流動計算

流動予測の精度評価
（ES利用）

③化学物質の堆積過程
巻き上がったヘドロの堆積過程と
そのモデル化

⑥地球シミュレータによる数
値解析：流動・水質モデル

影響範囲、対策シナリオの評価
（ES利用）

図 2　動的波源による津波発生状況（中央防災会議による波源を適用）。
(a) 60秒後 (b) 120秒

図 3　最大津波浸水深の分布（徳島市周辺）。
（中央防災会議による最大津波浸水深の想定結果とよく一致した。）



27

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ公募課題  – Earth Simulator Proposed Research Project –

果は沿岸海洋モデルの開境界条件と計算結果の精度評価
に用いる予定である。

ES上での沿岸海洋モデルの適用性評価は、地球情報基
盤センター情報システム部のサポートを受けて進めた。
その結果、本研究で検討対象とした FVCOMと ROMSに

は ESでの運用に関する幾つか課題が見つかり、解決策を
検討した。詳細は表 2に示した。
今後は、3次元沿岸環境モデルの改良を行い、数値モデ
ルの構築を進めていく。

表 2　沿岸海洋モデルの評価結果
FVCOM ROMS

課題

・ バージョン 3.1:  ESの Fortran2003コンパイラに適合せず。
また F2003用の netCDFが必要であり動作せず。

・ バージョン 2.7.1:　並列化に関し提供コードに不具合があ
り修正が必要であった。

バージョン 3.7:  提供コードの変数の受け渡し箇所に不具合
があり、修正が必要であった。また、旧形式の C記述に問
題があり、修正が必要であった。 

計算効率
並列化効率：53%（1ノード計算に対して 16ノード計算の
場合）
ベクトル化率：67～ 72%

並列化効率：53%（1ノード計算に対して 32ノード計算の
場合）
ベクトル化率：86%

(a) 20分後 (b) 40分後 (c) 60分後

(d) 80分後 (e) 100分後 (f) 120分後

(g) 140分後 (h) 160分後 (i) 180分後

図 4　徳島市内の浸水状況
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1. Background and objectives
The Great East Japan Earthquake of 2011 is not only issued a 

large number of the dead, but also caused environmental damages. 
For example, sludge on the sea bottom was carried by Tsunami 
to the land, and ground and dust pollution caused serious health 
problem. We are worried about similar pollution will be occurred 
by the next Nankai megathrust earthquakes. To prevent the 
occurrence of the environmental problem by Tsunami, proactive 
management is very important, and high-resolution Tsunami and 
water quality model were required for proactive management. In 
this study, we applied latest Tsunami code named JAGRUS[1] 
to make a boundary condition for coastal ocean model. We also 
evaluated an applicability of coastal ocean models (FVCOM[2] 
and ROMS[3]) in the Earth Simulator.

2. Method
2.1 Tsunami simulation

Topographical mesh was made by latest terrain database 
obtained by The Geospatial Information Authority of Japan. 
Dynamic wave source obtained by Central Disaster Management 
Council of the Japanese government. The computational domain 
and example of the result were shown in Fig. 1. Moreover, 
we focused on Tsunami inundation area and depth around 
Tokushima City, Japan.

Evaluation of the Applicability of Coastal Ocean Models 
in the Earth Simulator towards the Disaster Prediction 
of Tsunami on Water Quality

Project Representative

Ryoichi Yamanaka Graduate School of Science and Technology, Tokushima University 

Authors

Ryoichi Yamanaka
Nobumasa Nakagawa
Masayasu Irie
Yusuke Nakatani
Toshitaka Baba

Graduate School of Science and Technology, Tokushima University
Kiso Kensetsu Consultant, co,ltd.
Graduate School of Engineering, Osaka University
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Tsunami induced water pollution due to sediment resuspension. Suspended sludge in urban river was carried by Tsunami to urban 
area and induced a health problem at the Great East Japan Earthquake of 2011. In this study, we conducted Tsunami simulation using 
JAGURS to make a boundary condition for coastal ocean model. Also, we evaluated an applicability of coastal ocean models (FVCOM 
and ROMS) in the Earth Simulator. As a result, the results of the maximum tsunami inundation depth by JAGRUS was good match 
with the result of simulation by Central Disaster Management Council of the Japanese government. Original codes of FVCOM and 
ROMS did not work in the Earth Simulator and were necessary to correct the code. In particular, FVCOM3.7 did not work in the 
Earth Simulator due to a mismatch of the version of the Fortran and netCDF library. In addition, FVCOM and ROMS has room for 
improvement in the parallel rate and vector rate. 

Keywords: Tsunami, JAGURS, FVCOM, ROMS, Coastal Ocean Model

(a) 60 sec.

(b) 120 sec.

Fig. 1  Computational domain and example of wave source.
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2.2 Evaluation of Coastal Ocean Models
FVCOM2.7.1, FVCOM3.1 and ROMS3.7 were tested in the 

Earth Simulator. The evaluation was conducted with JAMSTEC 
because we faced some problems on compiling and executing 
the original code obtained from offi cial user community of these 
numerical models. We also evaluated parallel effi ciency rate and 
vector rate of the models.

3. Results and discussion
Maximum Tsunami inundation area and depth around 

Tokushima City was shown in Fig. 2. The result was good match 
with the result of simulation by Central Disaster Management 
Council of the Japanese government and we decide to apply 
SSH date of the result to coastal ocean model.

The result of evaluation of Coastal Ocean Models ware 
summarized to Table 1. Original FVCOM and ROMS code did 
not work in the Earth Simulator and were necessary to correct 
the code. In particular, FVCOM 3.7 did not work in the Earth 
Simulator due to a mismatch of the version of the Fortran and 
netCDF library. In addition, FVCOM and ROMS has room for 
improvement in the parallel effi ciency rate and vector rate.

Acknowledgement
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helpful advice of code analysis.
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Table 1  Result of code analysis

FVCOM ROMS

in the ES

v.3.1 did not work in the ES because mismatch of 
version of Fortran compiler and netCDF library.
v.2.7.1 work with correction of code. Error is 
present on parallel processing.

v.3.7 work with correction of code.
Error is present on exchange a variable. 

parallel rate and vector rate
Parallelization effi ciency rate: 53%
Percent vectorization: 67~72%

Parallelization effi ciency rate: 53% 
Percent vectorization: 86%

Fig. 2  Maximum Tsunami inundation depth by JAGRUS.



31

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

AFESを用いた金星・火星大気の高解像度大循環シミュレーション
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大気大循環モデル AFES（AGCM (Atmospheric General Circulation Model) for the Earth Simulator）に基づく GCMを用いて、
金星および火星大気の高解像度大気大循環シミュレーションを実施した。我々の研究の目的は、地球型惑星大気におけ
る中小規模擾乱の力学的特徴と、その大気大循環への影響を調べることである。金星大気シミュレーションに関しては、
これまでより高解像度の実験を実施する一方、現実的な大気構造が得られた昨年度までの実験結果の解析を発展させ、
水平運動エネルギースペクトルの新たな定式化を試み、雲頂高度での熱潮汐波やそれに伴う小規模重力波の構造の解析、
観測と整合的な周極帯状低温域（cold collar）や極渦の再現とその構造の解析を行った。得られた結果は、熱潮汐波の力
学的効果や現実的な安定度の鉛直分布の考慮とそれらの影響を表現するに足る十分な解像度が金星大気の構造の再現に
必要であることを強く示唆している。火星大気シミュレーションでは、これまでに行ってきた高解像度計算で見られた
最も目立つ大気擾乱の一つである、低緯度における小規模渦の特性を理解するための追実験と解析を進めた。これらの
小規模渦は、モデルで表現される対流に起因していると考えられる。そこで、モデル中の水平発散の分布を調べたところ、
小規模渦が渦度と同程度の大きさの発散を伴っていることが示された。このことは、上に述べた渦の生成機構を支持する。

キーワード： 惑星大気 , スーパーローテーション , 金星 , ダストストーム , 火星

1.	 はじめに
惑星大気の大循環構造はそれぞれ大きく異なる。例え
ば、自転の遅い金星の大気は、地球とは異なりすべての
緯度で自転方向に風が吹くスーパーローテーションを
示し、火星では、地球では見られないような惑星規模
ダストストームが発生することが知られている。これら
惑星大気の多様性を理解することは、大気科学および流
体力学における重要な課題の一つである。本研究では、
AFES[1] を共通の力学コアとする大循環モデルを用いて、
惑星大気の構造を特徴づける力学過程を理解することを
目指す。

2.	 金星実験
これまでに、金星大気大循環の大きな謎であるスーパー
ローテーションの解明を目指して数値実験と解析を行って
きた。過去の研究では、スーパーローテーションの駆動の
ために大気下層に非現実的な強い加熱強制を与え、低解像
度モデルを用いて長時間積分する方法が主流であった。し
かし我々はこれまで、現実的な太陽加熱強制を用いて、雲
層付近（高度約 45-70km）の大気安定度の低い層の存在に

注目した実験を実行し、傾圧不安定波が運動量や熱の輸送
に重要であることを指摘してきた [2][3]。また、現実的な
太陽加熱によって観測と整合的な緯度分布をもつ雲層高度
のスーパーローテーションが維持され [4]、同時に、雲層
高度で各緯度帯に特徴的な波が存在することを示した。中
緯度域、極域に見られた大気波動は、それぞれ傾圧不安
定、極渦の順圧不安定によって励起される [5][6]。赤道域
の大気波動の励起メカニズムは検討中であるが、観測され
ている惑星規模波（いわゆる赤道ケルビン波）との関係が
示唆される。さらに、水平格子間隔約 79km、鉛直 120層
（T159L120）の高い解像度の数値実験にも取り組み、小規
模大気擾乱の特性を調べてきた。
今年度は、金星大気実験のさらなる高精度化として、

現実的な加熱冷却率の計算に必要となる精密な放射過程
の開発と導入を試みる一方、T159L120の解像度の数値実
験を継続し、得られた雲層上部における大気波動の構造
やエネルギースペクトルの成因、高緯度域における極渦
やそれを取り巻く周極帯状低温域（cold collar）の形成メ
カニズムの解明を目指した。同時に、これまでに用いて
きた T159L120の解像度から、それぞれ倍の水平解像度
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（T319L120）および倍の鉛直層数（T159L240）にした実
験を行った。以下に主要な成果を示す。
①熱潮汐波などの大気波動の構造
数値シミュレーションで得られた熱潮汐波の構造を解
析した結果、雲層高度の一日潮は高度 45-70kmにおよ
ぶ深い夜昼間対流的な鉛直構造をもつことが示された。
この夜昼間対流に伴う南北流と鉛直流は、この高度に
おける平均子午面循環よりもずっと大きく（約 10倍程
度）、熱潮汐波が硫酸雲やその原料物質など、雲層高度
の物質循環に強く影響する可能性が示された。また、
熱潮汐波の水平構造の解析から、紫外光で観察される
Y字構造や弓状構造の形成に、熱潮汐波が寄与する可
能性も示唆された。ケルビン波的な空間構造をもつ大
気波動や、惑星の大きさに比べてはるかに小規模の重
力波も表現された [7]（図 1）。

②大気中のエネルギースペクトルの成因
数値シミュレーションで得られた流れ場を球面調和関
数展開し、回転成分と発散成分に分けて波数間のエネ
ルギーの収支を診断する新しい解析方法を考案し、こ
れまでにない視点での解析を進めた [8]。

③周極帯状低温域の成因
暖かい極域と周極帯状低温域の現実的な構造の再現に
成功し、極域の恒常的な昇温は大気波動が駆動する子
午面循環による熱輸送によりもたらされることを明ら
かにした。熱潮汐波が存在しない条件での感度実験も
行うことで、熱潮汐波が周極帯状低温域の再現に必須
であることを示した [6]（図 2）。

④極渦の鉛直構造
これまでの電波掩蔽観測結果と整合的な温度の鉛直構
造の表現に成功し、その構造が中立のロスビー波で解
釈でき、極渦の順圧不安定によって発現する可能性を
明らかにした [9]。
上記の成果は、本課題で実施している金星シミュレー
ションが、雲層付近の大気スーパーローテーションの維
持メカニズムと大気擾乱の特徴の解明に非常に有益であ
ることを示している。

3.	 火星実験
火星では大気中をダストが常に浮遊しており、大気の

加熱源として重要な役割を担っている。ダストは中小規模
擾乱に伴う風によって大気中に供給されると考えられるた
め、中小規模擾乱を陽に表現する高解像度全球火星大気
実験を実施してきた。昨年度までに、水平格子点間隔約
11kmの短期間のシミュレーションを実施し、そこに見ら
れる大気擾乱とそれによるダスト巻き上げ過程について調
べてきた。その中で、低緯度に見られる多数の小規模渦が
ダストの巻き上げにおいて重要な役割を果たしていること
が示されていた。今年度は、これら小規模渦の構造を明ら
かにすることを目指し、その解析を進めた。
火星実験に用いたモデルは、AFES に別途構築してきた

火星大気大循環モデル [10, 11]から物理過程を導入したも
のである。導入した物理過程は放射、乱流混合、地面過
程である。このモデルを用いて、T639L96の解像度で実
験を行った。この解像度は、水平格子点間隔 11km、鉛直
層数 96に対応する。実験においては、水平に一様で、地
面での光学的厚さ 0.2のダスト分布を仮定した。
高解像度シミュレーションにおいて低緯度に見られる
小規模渦は、モデルで表現される対流活動に起因してい
ると考えてきたが、その特徴を明らかにするために、こ
れまでの渦度の調査に加えて流れの発散の分布を調べた
（図 3、4）。小規模渦の分布は、同じ空間スケールの流れ
の発散を伴っており、渦度と発散の値はほぼ同じオーダー
であることが示された。このことは。小規模渦がモデル
で表現される対流運動の結果として生じていることを支
持するものである。

図 1 T159L240の解像度の金星大気実験で得られた高度 75kmの
鉛直流（ms-1）。

図 2 T42L60の解像度の金星大気実験で得られた高度 68km付近
の温度（K）。
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図 3 解像度 T639L96での 4hPa気圧面における渦度分布。渦度
の単位は 10-5 s-1である。実線は火星地形の 0mの等高線、
破線は極冠境界を表す。また、灰色の領域は、地形の起伏
によって 4 hPa気圧面が存在しない領域を表す。

図 4 解像度 T639L96での 4hPa気圧面における発散分布。発散
の単位は 10-5 s-1である。図の書式は図 3と同じ。
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1. Introduction
The structure of the general circulation differs significantly 

in each of the planetary atmospheres. For instance, the 
atmospheres of the slowly rotating Venus exemplifies the 
states of superrotation where the equatorial atmospheres rotate 
quite faster than the solid planets beneath, while the equatorial 
easterly and the strong mid-latitude westerly jets form in the 
Earth’s troposphere. The global dust storm occurs in some 
years on Mars, while a similar global storm does not exist in 
the Earth’s atmosphere. Understanding physical mechanisms 
causing such a variety of features in the general circulations of 
the planetary atmospheres is one of the most interesting and 
important open questions of the atmospheric science and fluid 
dynamics. The aim of this study is to understand dynamical 
processes that characterize the structure of each planetary 
atmosphere by performing simulations of those planetary 
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atmospheres by using GCMs with a common dynamical core of 
AFES [1]. 

2. Venus simulation
In order to understand the physical mechanisms generating 

superrotation in the Venus atmosphere, low-resolution GCMs 
have been used to simulate phenomena in the Venus atmosphere 
in the past two decades. In this study, we perform simulations 
with very high resolutions to investigate properties of 
disturbances in a wide range of scales in the Venus atmosphere. 
The atmospheric waves are important targets to take advantage 
of a high resolution model. 

A Venus model includes simple physical processes[2,3], i.e., 
vertical eddy diffusion with a constant diffusion coefficient of 
0.15 m2/s, the Newtonian cooling, and the Rayleigh friction at 
the lowest level representing the surface friction. In the upper 
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region above about 80 km, a sponge layer is assumed; the 
friction increasing gradually with altitude acts to damp the eddy 
component only. In addition, the model includes a 4th-order 
horizontal diffusion (

Δ4). 
The Venus simulation starts from an idealized superrotation, 

and the model atmosphere reaches a quasi-equilibrium state. 
The meridional distribution of zonal flow agrees very well with 
observations [4, 5]. The highest resolution is extended from 
T159L120 to T319L120 and T159L240, which are equivalent to 
a horizontal grid size of about 40 km with 120 vertical layers (dz 
~ 1 km) and about 79 km with 240 vertical layers (dz ~ 500 m), 
respectively. The main results are as follows. 
(1) Realistic atmospheric superrotation and the Y-shape and/

or the Bow-shape structures consistent with observations 
are reproduced at the cloud levels in the model, and it is 
suggested that the thermal tide contributes to their structures. 
Also, Kelvin-type and small-scale gravity waves appear in 
the high resolution simulations (Fig. 1). Detailed analyses of 
these waves are in progress [6].

(2) A new method formulated in the spherical harmonics space 
is tested, which enables us to investigate the energy cascade 
process between rotational and divergent components at 
each wavenumber [7].

(3) Mean meridional circulation driven by the waves produces 
continuous warming in the polar vortex, and it is also 
confirmed that this process does not work in the run without 
thermal tides [8] (Fig. 2). 

(4) Vertical and temporal structures of temperature field 
reproduced in the model agrees very well with the Venus 
Express radio occultation measurements, and it is considered 
that neutral Rossby waves caused by barotropic instability 
explain its structure [9]. 

The results described above indicate that the Venus 
simulation performed in this study is quite helpful to elucidate 
the atmospheric phenomena observed at the Venus cloud 
levels, and the generation mechanism of the Venus atmospheric 
superrotation. 

3. Mars simulation
Radiative effect of dust suspended in the Martian atmosphere 

has important impacts on the thermal and the circulation 
structures of the Martian atmosphere. However, it has not been 
well understood what kind of dynamical phenomena contribute 
to dust lifting from the ground into the atmosphere. We have 
been performing medium and high resolution simulations of 
Martian atmosphere by using our model to reveal the features of 
small and medium scale disturbances in the Martian atmosphere 
and its effects on dust lifting. In this fiscal year, we investigate 
another physical value associated with those small scale vortices 
observed previously in the low latitudes in the model.

A Mars model includes physical processes introduced from 
the Mars GCM [10, 11] which has been developed in our group. 
The implemented physical processes are radiative, turbulent 
mixing, and surface processes. With these physical processes, 
effects of subgrid scale convection are evaluated by the 
turbulent mixing parameterization based on Mellor and Yamada 
[12] level 2.5. 

Mars simulations are performed with a resolution of 
T639L96 which is equivalent to about 11 km horizontal grid 
sizes, and 96 vertical layers. The main result is as follows. 
Figures 3 and 4 show snapshots of distributions of relative 
vorticity and divergence at 4 hPa pressure level of the T639L96 
experiment, respectively. Here, we focus on the low latitudes. 
It is shown that the small scale vortices observed in the low 
latitude are accompanied by divergence with the same size. 
In addition, the magnitude of divergence is as large as that of 
vorticity. These support the hypothesis that the small scale 
votices are generated by thermal convection represented in the 
model. Fig. 1 Horizontal distribution of vertical flow (ms-1) at 75 km simulated 

in AFES Venus simulation with T159L240 resolution. 

Fig. 2 Horizontal distribution of temperature (K) at 68 km in the polar 
region simulated in AFES Venus simulation with T42L60 
resolution. 
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Fig. 3 Global distribution of vorticity at 4 hPa pressure level at 
northern fall with the resolution of T639L96 without convective 
adjustment. Unit of vorticity is 10-5 s-1. Also shown is the areoid 
(solid line) and low latitude polar cap edge (dashed line). Gray 
areas represent mountains at the 4 hPa pressure level.

Fig. 4 Same as Fig. 3, but for global distribution of divergence. 
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爆発的火山噴火では、火山灰など火口からの噴出物が大気中を上昇・拡大し、地表に降り積もる。大気中での噴出物
滞留は深刻な航空路障害の原因となるため、噴煙のダイナミクスを理解し、噴煙高度を定量的に予測することが望まれ
ている。そこで、本研究では、火口での噴火強度と噴煙高度の定量的関係を大規模シミュレーションによって求めた。
噴出率を変えたパラメータスタディの結果、噴火が強くなるほど噴煙高度が単調に増加する、というこれまでの単純モ
デルでの予測とは異なる傾向が見られた。火口での噴出率が 4× 107kg/sより小さい、もしくは 108kg/sより大きい噴火
では、噴出率の増加とともに噴煙高度が増加した。一方、噴出率が 4× 107kg/sから 108kg/sの間では、噴出率が増加し
ても噴煙高度は変化しない、もしくは低下した。これらの「噴出率－噴煙高度」関係の傾向の変化は、火口付近でジェッ
トのような構造を持つ場合（噴出率 < 4× 107kg/s）と噴水構造を持つ場合（噴出率 > 108kg/s）、それら 2つの遷移レジー
ム（4× 107kg/s < 噴出率 < 108kg/s）に対応することが明らかになった。

キーワード： 火山噴煙 , 乱流混合 , 疑似ガスモデル

1.	 はじめに
爆発的火山噴火は、噴煙柱と呼ばれる上昇プルームと
水平に拡大する傘型噴煙の形成で特徴付けられる。爆発
的噴火では、マグマ溜まりから火口をつなぐ火道中で、
急減圧に伴う気泡の発生によって液体マグマが破砕し火
山灰や軽石といった火砕物が生成する。火砕物と火山ガ
スの混合物は火口から高速で噴出し、周囲の大気を取り
込む。噴出物の熱容量は大きく、取り込まれた大気は噴
出物の熱によって瞬時に膨張し、噴出物と混合大気から
なる噴煙は浮力を得て上昇を続ける。この上昇プルーム
が噴煙柱と呼ばれる。噴煙密度が成層大気と釣り合う「浮
力中立高度」に達すると、噴煙は上昇をやめ重力流とし
て水平方向に拡大し、傘型噴煙を形成する。
火砕物は噴煙柱と傘型噴煙によって運搬される。火砕
物は傘型噴煙の下部から離脱すると、大気の風によって
運ばれ、地表に堆積する。火砕物の堆積は、農作物や交
通網・インフラへダメージを与え、場合によっては呼吸
器系の疾患へもつながる。また、非常に細かな火砕物は
長期に渡り大気中に滞留し、航空路の障害となる。爆発
的火山噴火に伴うこのような災害を軽減するためには、
噴煙のダイナミクスを明らかにし、噴出条件と噴煙高度・
傘型噴煙拡大速度・降灰範囲の定量的な関係を明確にす
ることが必須である。中でも、噴煙高度（噴煙最高高度
と傘型噴煙高度）は、火砕物の滞留高度や堆積分布を強
く支配するため、火口での噴出条件と噴煙高度の関係を
正しく見積もることが重要になる。
火口での噴出条件と噴煙高度の関係については、これま

で、噴煙ダイナミクスの 1次元モデル（例えば、[1]）によっ
て、噴火強度（噴出率）が大きくなるほど噴煙高度は高く
なることが示されていた。ただし、これらの 1次元モデル

では、噴煙内の物理量水平分布や大気の取り込み効率に関
して単純なモデル化が施されている。本研究では、このよ
うな単純化を用いず、物理量水平分布や大気混合効率を直
接計算できる 3次元シミュレーションを用い、噴出率と噴
煙高度の関係を求めた。

2.	 手法・計算条件
噴出率を変えた噴煙の 3次元シミュレーションを行

い、噴煙の最高高度（HT）と傘型噴煙高度（the maximum 
spreading level; HMSL）を見積もった。これらの高度は、時
間平均した噴出物濃度分布から求めた [2]。
噴煙の 3次元シミュレーションには、火砕物とガス
成分をひとつの流体として扱う疑似ガスモデル [3]を用
いた。このモデルでは、火砕物は非常に小さく、火砕
物とガス成分は瞬時に動的・熱的に平衡状態になると仮
定している。噴出物と大気の混合比によって比熱と気体
定数を変化させることによって、噴煙の非線形な密度変
化を再現した。数値計算は一般座標系を用い、火口から
離れるにしたがってグリッドサイズが増加するようにし
た。支配方程式である双曲型偏微分方程式は差分化し、
MUSCL法 [4]で高次精度化して Roeスキーム [5]で数値
的に解いた。計算は 3～ 12億個の計算格子数で実行した。
噴出条件は火口で境界条件として与え、定常的に噴出が

続く場合を想定した。2.0× 107kg/sから 4.0× 108kg/sの間
の 5パターンの噴出率に対して実行した（表 1）。噴出物の
温度（1000K）、含水量（2.84wt%）、初期密度（7.72kg/m3）、
初速（230m/s）、圧力（1.0atm）は全て共通の値を用いた。
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表 1　計算条件
Run MER (kg/s) Vent radius (m) Grid number

1 2.0×107 60 7.8×109

2 4.0×107 84 5.5×108

3 1.0×108 134 3.1×108

4 2.0×108 189 2.7×108

5 4.0×108 267 2.7×108

3.	 計算結果
噴出率を変えたパラメータスタディの結果、噴出率に
よって噴煙下部の構造が大きく変わる様子が観察された。
噴出率が小さい場合と大きい場合の代表的な結果（Run 1
と 5）を以下で示す。

3.1 Run 1
図 1は、噴出率を 2.0× 107kg/sとした場合のシミュレー

ション結果（400–2400s間で時間平均した断面図）を示す。
噴煙柱は高度 20km以上まで上昇し、傘型噴煙の先端は火
口からの水平距離 25–28kmまで達した。
噴煙下部では、ジェットのような構造が特徴的に見ら
れた。高濃度・高密度・高速（図 1a – c）の中心軸領域（“inner 
core”）が低濃度・低密度・低速の周縁部剪断層（“outer 
shear layer”）に囲まれる構造が観察された。inner coreは
高さとともに outer shear layerに浸食され、高度 5km程度
で消滅した。
噴煙上部では、噴煙密度が大気密度より小さくなり

（図 1bの赤色領域）、上昇速度は増加した（図 1c）。高度
15km程度で噴煙と大気の密度は釣り合うが、余剰な上
向き運動量を持つため、さらに上昇を続ける。その結果、

噴煙柱の最上部に大気よりも重い領域が形成した。最上
部の噴煙が負の浮力によって減速すると、噴煙は浮力中
立高度まで流れ落ちて横方向に拡大した。

3.2 Run 5
図 2は、噴出率を 4.0× 108kg/sとした場合のシミュレー

ション結果（1000–2400s間で時間平均した断面図）を示す。
噴煙柱は高度 40kmまで達し、傘型雲煙の先端は火口から
の水平距離 80–100kmまで拡大した。
噴煙下部では、Run 1で見られたジェット構造と大きく
異なり、噴水（fountain）のような構造が見られた。噴水
構造内部は、高濃度・高密度・高速（図 2a – c）という特
徴を持つ。噴水構造の頂部側面に発生する大きな渦構造
によって周囲の大気と急激に混合し、浮力を得て上昇す
る。その結果、噴水構造の頂部で噴出物濃度や上昇速度
が急変する。
噴煙上部では、軽くなった噴煙が強い上昇流となり

（図 2b, c）、浮力中立高度（～ 15km）を大きく超えて噴煙
柱頂部に達した。傘型噴煙の拡大速度も、Run 1の場合
（図 1d）に比べ大きい値を持った（図 2d）。

3.3 流れのレジームと噴煙高度
Run 1-5の解析の結果、 噴出率が 4.0× 107kg/sより小さ

い場合にはジェット構造を持ち、1.0× 108kg/sよりも大
きい場合には噴水構造を持つことが分かった。これら 2
つのレジームの間では、遷移的なレジームとなった。
ジェットレジームと噴水レジームの遷移は、初期運動
量を失う高さまでに inner coreが outer shear layerによって
浸食されるかどうかで決まる [6]。その条件は臨界リチャー

図 1 噴出率 2.0× 107kg/sのシミュレーション結果。火口を含む断面における、（a）噴出物の質量分率、（b） 成層大気との密度差、
 （c） 上昇速度、（d） 水平速度、の 400–2400sで時間平均した分布を示す。火口付近の水平方向と流線を拡大図（e）で示す。図 a–d

の実線は噴出物の質量分率が 10-2, 10-3, 10-4のコンターを表す。
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ドソン数で近似的に与えられる。

ここに、a1と a2は経験的係数、Mは火口でのマッハ数で
ある。火口でのリチャードソン数は噴出速度 w0、噴出物
密度 ρ0、大気密度 ρa、火口半径 R0で与えられる。

Ri=Ricrit がレジームの遷移条件となる。Suzuki and 
Koyaguchi [6] の結果から求められた a1 = 1.3–3.4, a2 = 
0.16–4.7と、Run 1–5に用いたマッハ数・噴出物密度をこ
の関係式に代入すると、噴出率が 1.2–21.0× 107kg/sが遷
移条件となり、Run 1–5から得られた遷移条件 4.0–10.0×
107kg/sと整合的である。
噴出率と噴煙高度、レジームの関係を図 3に表す。噴

煙最高高度と傘型噴煙高度は噴出率に対し似た傾向を示
した。噴出率が 4.0× 107kg/s以下の場合、流れはジェッ
ト構造を持ち、噴出率とともに噴煙高度は単調に増加し
た。また、噴出率が 1.0× 108kg/s以上の場合、流れは噴
水構造を持ち、噴出率とともに噴煙高度が単調に増加し
た。噴出率が 4× 107kg/sから 1× 108kg/sの間では、流
れは遷移レジームに属し、噴出率が増加しても噴煙高度
はあまり変化しない、もしくは低下した。
以上で示した「噴出率－噴煙高度」関係の傾向の変化
は、ジェットレジームと噴水レジームで噴煙と大気の混
合効率が異なることを示唆する。1次元モデルを用いると、
一定の混合効率（図 3中の k）を与えたときの噴出率と噴
煙高度の関係を得ることができる（図 3の曲線）。従って、
混合効率を変えた 1次元モデルの計算結果と 3次元計算
結果を比較することで、3次元噴煙の実効的な混合効率を

見積もることができる。噴煙最高高度を用いて実効的な
混合効率 kを見積もると、ジェット構造を持つ場合は 0.03
程度であり、噴水構造を持つ場合の 0.05–0.07より小さい。
また、傘型噴煙高度を用いて kを見積もると、ジェット
構造を持つ場合は 0.03–0.05であり、噴水構造を持つ場合
の 0.10より大幅に小さい。ジェットレジームの噴煙に比
べて噴水レジームの噴煙が高い混合効率を持つという結
果は、火口付近の流れ場（図 1e, 2e）において、噴水構造
を持つ場合に、その頂部の渦によって混合が促進される
という観察事実と整合的である。

図 2 噴出率 4.0× 108kg/sのシミュレーション結果。火口を含む断面における、（a） 噴出物の質量分率、（b） 成層大気との密度差、
 （c） 上昇速度、（d） 水平速度、の 400-2400 sで時間平均した分布を示す。火口付近の水平方向と流線を拡大図（e）で示す。図 a–d

の実線は噴出物の質量分率が 0.05, 10-2, 10-3のコンターを表す。

図 3 噴出率をパラメータとしたときの噴煙高度と流れのレジーム。
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4.	 まとめ
3次元数値モデルを用い、噴出率を変えたパラメータス

タディを行った結果、火口付近の流動様式が噴煙高度に
影響することが分かった。このことは、噴煙高度の観測
結果から噴出率を推定する場合、あるいは、噴出率を仮
定して噴煙高度を予測する場合に、火口付近の流動様式
を考慮しなければならないことを示す。防災上、「噴出率
－噴煙高度」関係の推定には、膨大な計算資源が必要な 3
次元シミュレーションよりも、計算が容易な 1次元モデ
ルが使用される。1次元モデルで定量的に正しい「噴出率
－噴煙高度」関係を求めるためには、噴出率の大小や噴
煙最高高度・傘型噴煙高度によって仮定する混合効率の
値を適切に調整しなければならない。本研究に加え、3次
元モデルを用いた更なるパラメータスタディによって実
効的な混合効率の決定することが必要となる。
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1. Introduction
During explosive eruptions, a large amount of a mixture of 

solid pyroclasts (volcanic ash) and volcanic gases are ejected 
from volcanic vent into the atmosphere. The ejected mixture 
entrains ambient air and expands because of the heating from 
the pyroclasts, becoming buoyant and developing an eruption 
column. As the mixture rises, its density becomes equal to the 
atmospheric density at the so-called neutral buoyancy level 
(NBL), because of the atmosphere stratification. Finally, the 
mixture reaches the top of the column exhausting its momentum 
and radially spreads around the NBL. 

The relationships between the mass eruption rate (MER) 
and plume height are commonly derived under the assumptions 
that the entrainment velocity at the edge of eruption column is 
approximately proportional to the mean plume velocity along 
the	flow	axis	at	each	height	and	its	proportionality	coefficient,	
representing the efficiency of air entrainment, is considered 
as a constant (e.g., [1]). On the other hand, a recent study by 
Suzuki and Koyaguchi [2] showed that the flow pattern and 
the efficiency of air entrainment in the lower part of eruption 
column can fundamentally change depending on the MER. 
In this study, we carried out a set of numerical simulations of 
volcanic	columns	using	a	3D	fluid	dynamic	model	for	different	
MERs in order to clarify whether or not these changes near the 
vent control the plume heights.

Quantification of the Relationship between Eruption 
Intensity and Volcanic Plume Height
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Height of plumes generated during explosive volcanic eruptions is commonly used to estimate the associated eruption intensity 
(i.e., Mass Eruption Rate; MER). In order to quantify the relationship between plume height and MER, we performed a parametric 
study	using	a	three-dimensional	numerical	model	of	volcanic	plumes	for	different	MER.	The	results	indicate	that	the	flow	pattern	in	
the lower region of the plume systematically changes with MER. For MERs < 4 × 107	kg/s,	the	flow	in	the	lower	region	has	a	jet-like	
structure (the jet-like regime). For MERs > 108	kg/s,	the	flow	shows	a	fountain-like	structure	(the	fountain-like	regime).	Within	each	
of	the	two	flow	regimes,	the	plume	height	increases	as	the	MER	increases,	whereas	plume	heights	remain	almost	constant	or	even	
decrease as MER increases in the transitional regime (4 × 107 kg/s < MERs < 108 kg/s). The distinct relationships between the two 
regimes	reflect	the	fact	that	the	efficiency	of	entrainment	of	ambient	air	in	the	jet-like	regime	is	substantially	lower	than	that	in	the	
fountain-like regime.
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2. Method and Simulation Inputs
The simulations were designed to describe the injection of 

a mixture of pyroclasts and volcanic gas from a circular vent 
located at 0 km above sea level in a windless atmosphere (Mid-
latitude atmospheric conditions). Details of the model and 
numerical procedures are described in Suzuki et al. [3]

In the present analysis, we estimated two characteristic heights 
of the eruptive plume from the simulation results: the total (or 
maximum) eruption column height (HT) and the maximum 
spreading level (HMSL). The HT	is	defined	as	the	highest	level	of	
an assigned concentration threshold. The HMSL	 is	defined	as	the	
height with the maximum radial injection of the erupted material, 
which was estimated using horizontally and temporally averaged 
profiles	of	the	mass	fraction	of	the	erupted	material.

We carried out five simulations of eruption plumes with 
variable MERs: 2.0 × 107, 4.0 × 107, 1.0 × 108, 2.0 × 108, and 
4.0 × 108 kg/s. The other parameters were kept fixed among 
the simulations. Magmatic temperature and water content were 
assumed to be 1000 K and 2.84 wt%, respectively. The initial 
density of the ejected material was 7.72 kg/m3, and the exit 
velocity was 230 m/s corresponding to the Mach number of 2.0.

3. Simulation Results and Geological Implications
Simulation results show two distinct flow regimes develop 

near the vent depending on the MER [4]. 
Figure 1 shows the time-averaged, vertical cross-sections 

obtained for the low MER (2.0 × 107 kg/s). The eruption column 
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develops over 20 km in height. The edge of umbrella cloud 
reaches 25–28	km	from	the	central	axis	of	the	fl	ow.	In	the	lower	
column, the eruption column has an inner core with a high 
concentration of the erupted material, which is surrounded by an 
outer shear layer having a lower particle concentration (Fig. 1a). 
The inner core is progressively eroded by the outer shear layer 
with height and disappears at about 5 km. Above this height, the 
cloud mixes with ambient air and becomes buoyant. At z > 15 
km, the cloud collapses outward and downward.

Figure 2 shows the results for the high MER (4.0 × 108 kg/s). 
The	fl	ow	pattern	in	the	lower	column	is	signifi	cantly	different	
from that for the low MER. The lower column has a fountain-
like structure below 5 km in the high MER case. This fountain-
like	structure	is	characterized	by	a	suspended	fl	ow	with	a	high	
concentration of the erupted material and density larger than 
that of the surrounding ambient. The erupted material is mixed 
with the ambient air by the large-scale eddy around the top of 
the fountain.

The	fl	ow	regimes	and	their	plume	heights	(HT and HMSL) are 
illustrated as a function of MER in Fig. 3. When the MER is 
equal to or larger than 108	kg/s,	the	fl	ow	is	clearly	in	the	fountain-
like regime. On the other hand, the case with MER = 2.0 × 107 
kg/s is characterized by jet-like structures. The plume heights, 
HT and HMSL, against MER have a similar trend. For MER < 
4.0 × 107 kg/s (the jet-like regime) and for MER > 108 kg/s (the 
fountain-like regime), and plume heights increase as MERs 
increase. For 4.0 × 107 kg/s < MER < 108 kg/s (the transitional 
regime), however, plume heights remains almost constant or even 
decrease as MERs increase.

The present simulations show that the plume heights largely  
depend on the flow patterns near the vent. The variations 
in plume heights suggest that the efficiency of entrainment 
substantially	change	as	the	fl	ow	pattern	changes	from	the	jet-like	
regime to the fountain-like regime. The curves in Fig. 3 represent 
the H-MER relationships for different efficiencies turbulent 
mixing between eruption cloud and ambient air (i.e., entrainment 
coefficient). The results indicate that the value of entrainment 
coeffi	cient	in	the	jet-like	regime	is	substantially	smaller	than	that	
in the fountain-like regime. This implies that the characterization 
of	mixing	effi	ciency	depending	on	fl	ow	regimes	is	necessary	for	
a better estimation of MER inferred from plume heights.

References
[1]	 A.W.	Woods,	“The	fl	uid	dynamics	and	thermodynamics	of	

eruption columns,” Bull. Volcanol., vol.50, no.3, pp.169-
193, 1988.

[2] Y. J. Suzuki, and T. Koyaguchi, “3-D numerical simulations 
of eruption column collapse: Effects of vent size on 
pressure-balanced jet/plumes,” J. Volcanol. Geotherm. 
Res., vol.221-222, pp.1-13, 2012. 

[3] Y. J. Suzuki, T. Koyaguchi, M. Ogawa, and I. Hachisu, 
“A numerical study of turbulent mixing in eruption clouds 

using a three-dimensional fluid dynamics model,” J. 
Geophys. Res., vol.110, B08201, 2005.

[4] Y. J. Suzuki, A. Costa, and T. Koyaguchi, “On the 
relationship between eruption intensity and volcanic 
plume height: Insights from three-dimensional numerical 
simulations,” J. Volcanol. Geotherm. Res., in press.

Fig. 1  Cross-sections for the case of MER = 2.0 × 107 kg/s.

Fig. 2  Cross-sections for the case of MER = 4.0 × 108 kg/s.

Fig. 3 Characteristic heights of volcanic plume as a function of the 
MER for the simulation results.
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高速回転する薄い球殻内の熱対流により引き起こされる表層縞状
構造への力学的境界条件の影響
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木星・土星表面に観測される縞状構造の成因を探るために、薄い回転球殻ブシネスク熱対流の全球数値シミュレーショ
ンを行った。プラントル数、レイリー数、エクマン数および球殻の内外半径比はそれぞれ 0.1, 0.05, 3x10-6, 0.85である。
先行研究において仮定していた経度方向の対称性は適用しない。
時間積分を行なったところ、木星・土星に見られるような強い赤道ジェットと弱い中高緯度の縞状構造が出現した。
しかしながら、両端自由すべりの境界条件の下では、さらに時間積分を進めると中高緯度が全体に西風加速され縞状構
造が消滅していき、最終的に南北中高緯度に幅広の帯状流がそれぞれ 1本づつとなった。
一方、上端自由すべり下端粘着境界条件の下では、中高緯度の縞状構造は、両端が自由すべり条件の場合と異なり、

消滅することなく 12000無次元時間（約 19000回転）まで維持されつづけている。  縞状構造が消失しないのは下端粘着
条件のために大規模場に効率的に作用するエクマン摩擦の影響であると考えられる。中高緯度で帯状流生成に寄与して
いると思われる回転軸方向に伸びた 2次元的渦のエネルギー逆カスケードによる空間スケールの増大がエクマン摩擦の
ために惑星規模にまで進行しないためであるかもしれない。

キーワード： 木星 , 土星 , 縞状構造 , 赤道順行流 , ロスビー波

1.	 はじめに
木星と土星の表層の流れは、赤道周辺の幅の広い順行
ジェットと中高緯度で交互に現われる互いに逆向きの幅
の狭いジェットが特徴的である。この表層のジェットが
深部領域の対流によって生成されているのか、表層の流
体運動の結果なのかは未だに明らかになっていない。流
体層の厚さが惑星半径に比して十分小さい「浅い」モデル、
すなわち、鉛直方向の静水圧近似の仮定の下で深部から
の熱流と太陽加熱によって大気の運動が駆動されるモデ
ルでは、中高緯度の交互に表われる幅の狭いジェットは
再現されるものの、赤道域のジェットは必ずしも順行方
向とはならない。一方で、流体層の厚さが惑星半径に匹
敵する「深いモデル」、すなわち高速回転する球殻中の熱
対流モデルでは、赤道域の順行するジェットは容易に生
成されるものの、中高緯度の交互に表われるジェットの
生成が困難である。
このような問題に対して Heimpel and Aurnou (2007) [1]

は、これまでに考えられていた深いモデルよりも薄い球殻
領域内の深部対流運動を考え、レイリー数が十分大きく内
球接円筒での対流が活発な場合に、赤道域の順行流と中高
緯度の交互に現われる狭いジェットが共存する状態を数値
的に再現した。しかしながら、彼らの研究では経度方向に 
8回対称性を仮定しており、全球の 1/8の領域の運動しか
解いていない。このような領域の制限は流れ場全体の構造
に影響を与えている可能性がある。例えば、2次元乱流的

なエネルギーの逆カスケードが十分に作用し、互い違いの
縞状ジェットが生成されないかもしれない。また、生成さ
れる帯状流が不安定となって縞状ジェットが壊されてし
まうかもしれない。
このような動機をもって、われわれはこれまでに薄い
球殻対流の数値計算を全球で長時間行うことで、赤道域
および中高緯度領域の帯状流が形成されるか否かを調べ
てきた。その結果、Heimpel and Aurnou (2007)の解は最終
的な統計的平衡状態ではなく過渡的な状態であり、長時
間積分後には縞状構造が消滅し南北中高緯度に幅広の帯
状流がそれぞれ 1本ずつ出現する状態を得た（図 1）。
しかしながら、逆カスケードが十分に働いたこの解は、
用いた内外境界球面における力学的境界条件がともに自
由すべり条件であることに依存している可能性がある。
そこで、本研究では下端境界条件を自由すべり条件から
粘着条件へ変更して境界条件の影響を吟味してみた。下
端で粘着条件を用いることは、実際の木星型惑星大気へ
の応用としても現実的である。中性大気から電離大気へ
の遷移層では速度場MHD抵抗が働き減速されると考えら
れているからである。

2.	 モデルと結果
モデルは回転する球殻中のブシネスク流体の方程式系
で構成されている [2]。方程式系に現われる無次元数であ
るプラントル数 Pr=ν/κを 0.1、エクマン数 Ek=ν/(ΩD2)を
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3x10-6、球殻の内径外径比 χ=ri/roを 0.85、修正レイリー数
Ra=αgoΔT/(Ω2D)を 0.05 とした。熱境界条件は、温度固定
である。力学的境界条件は上端で自由すべり、下端で粘着
条件である。初期には回転系での静止状態にランダムな温
度擾乱を加えた。80000無次元時間（約 12000回転）まで
時間積分したところ、強い赤道ジェットと弱い中高緯度
の縞状構造が出現した（図 2）。この中高緯度の縞状構造は、
両端が自由すべり条件の場合と異なり、消滅することなく
12000無次元時間（約 19000回転）まで維持されつづけて
いる。縞状構造が消失しないのは下端粘着条件のために大
規模場に効率的に作用するエクマン摩擦の影響であると

考えられる。中高緯度で帯状流生成に寄与していると思
われる回転軸方向に伸びた 2次元的渦のエネルギー逆カ
スケードによる空間スケールの増大がエクマン摩擦のた
めに惑星規模にまで進行しないためであるかもしれない。
中高緯度の縞状構造が長時間維持されつづけていること
は、木星・土星の帯状流が惑星深部の対流運動により直
接的に生成されている可能性があることを示唆するかも
しれない。今後は、中高緯度の縞状構造の出現と消滅さ
らにはジェットの幅と強度がどのようにパラメターに依
存しているのかを調べていく必要がある。

図 1 上下端が自由すべり境界条件の場合の平均帯状流の t=47630（左）および t=80430（右）でのスナップショット。Ra=0.05, Pr=0.1, 
Ek=3x10-6, χ=0.85。

図 2 上端が自由すべり、下端が粘着境界条件の場合の表面帯状流（左）と平均帯状流（右）の t=80000 でのスナップショット。
Ra=0.05, Pr=0.1, Ek=3x10-6, χ=0.85。
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1. Introduction
Surface flows of Jupiter and Saturn are characterized by the 

broad prograde zonal jets around the equator and the narrow 
alternating zonal jets in mid- and high-latitudes. “Shallow” 
models can produce narrow alternating jets in mid- and high-
latitudes, while the equatorial jets are not necessarily prograde. 
On the other hand, “deep” models, can produce equatorial 
prograde flows easily, while it seems to be difficult to generate 
alternating jets in mid- and high-latitudes. 

Heimpel and Aurnou (2007)[1] proposed thermal convection 
in rapidly rotating thin spherical shell models and show that the 
equatorial prograde zonal jets and alternating zonal jets in mid- 
and high-latitudes can be produced simultaneously when the 
Rayleigh number is sufficiently large and convection becomes 
active even inside the tangent cylinder. However, they assume 
eight-fold symmetry in the longitudinal direction and calculate 
fluid motion only in the one-eighth sector of the whole spherical 
shell. Such artificial limitation of the computational domain may 
influence on the structure of the global flow field. For example, 
zonal flows may not develop efficiently due to the sufficient 
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In order to investigate the origin of the banded structures observed at the surface of Jupiter and Saturn, we perform numerical 
simulations of Boussinesq thermal convection in a whole thin spherical shell. The Prandtl number, Rayleigh number, the Ekman 
number and radius ratio are 0.1, 0.05, 3 x 10-6 and 0.85, respectively. We do not assume any longitudinal symmetry adopted in the 
previous study. 

As the time integration proceeds, there appear a strong equatorial prograde surface zonal jet and weak alternating banded zonal 
jets in mid- and high-latitudes simultaneously, which are similar to the zonal jet structures observed in Jupiter and Saturn. However, 
in the case of free-slip condition at the inner and outer boundaries,  mid- and high- latitudinal regions are entirely accelerated 
eastward, zonal banded structures disappear, and one broad eastward zonal jet appears in mid- and high- latitudes of each hemisphere 
after extending time integration further. 

In contrast, in the case of free-slip condition at the outer boundary and no-slip condition at the inner boundary, this banded 
structure in mid- and high-latitudes is maintained until about 19000 rotation periods. The reason why the banded structure does not 
disappear is considered to be influence of the Ekman friction which dissipates large scale flow efficiently. Spatial scale increase 
of 2-dimensional vortices uniform in the direction of the planetary rotation axis, which are supposed to contribute to generation of 
alternating zonal jets, might not proceed to planetary scale due to the Ekman friction.

Keywords: Jupiter, Saturn, banded structure, equatorial prograde jet, Rossby waves

upward cascade of two-dimensional turbulence, or stability 
of mean zonal flows may change with the domain size in the 
longitudinal direction. 

On these accounts, we performed long time numerical 
experiment of thermal convection in the whole thin spherical 
shell domain, where the experimental setup is same as that of 
Heimpel and Aurnou (2007). The result shows that the banded 
structure disappears and one broad eastward zonal jet appears 
in mid- and high- latitudes of each hemisphere, suggesting that 
the solution of Heimpel and Aurnou (2007) is not a statistically 
steady state but a transient state. 

However, this solution where the inverse cascade efficiently 
operates presumably depend on the stress free dynamical 
boundary condition on the inner and outer spheres.

Therefore, in this study, we change the stress free condition 
to the no-slip condition at the inner sphere to examine effects 
of dynamical boundary condition on the emergence of surface 
banded structure. The no-slip condition at the lower boundary 
may be more realistic for the application of the gas giant planets, 
since MHD drag is thought to operate in the transition between 
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the neutral and electrically conducting layers.

2. Model
We consider Boussinesq fluid in a spherical shell rotating 

with a constant angular velocity Ω. The non-dimensionalized 
governing equations consist of equations of continuity, 
motion, and temperature [2]. The non-dimensional parameters 
appearing in the governing equations are the Prandtl number, 
Pr = ν/κ, the Ekman number, Ek = ν/(ΩD2), and the modified 
Rayleigh number, Ra = α go ΔT/(Ω2 D), where ν, D, κ, α, ro, 
go, and ΔT are the kinematic viscosity, the shell thickness, the 
thermal diffusivity, the outer radius of the shell, the thermal 
expansion coefficient, the acceleration of gravity at the outer 
boundary, and the temperature contrast between the boundaries, 
respectively. The spherical shell geometry is defined by the 

radius ratio, χ= ri/ro, where ri is the inner radius of the shell. 
The thermal boundary condition is fixed temperature. Free-slip 
condition is adopted at the top boundary, while no-slip condition 
is applied at the bottom boundary. The initial condition of the 
velocity field is state of rest and that of the temperature field is 
conductive state with random temperature perturbations.

3. Results
After time integration for about 12000 rotation period, 

a strong equatorial prograde surface zonal jet and weak 
alternating banded zonal jets emerge. In contrast to the case of 
free-slip condition at both boundaries, this banded structure in 
mid- and high-latitudes is maintained until about 19000 rotation 
periods. The reason why the banded structure does not disappear 
is considered to be influence of the Ekman friction which 

Fig. 1 Snapshot of surface mean zonal flows in the case of free-slip condition at the top and bottom boundaries. Left and right panels shows the 
profiles at t=47630 and t=80430, respectively. Ra=0.05, Pr=0.1, Ek=3x10-6, χ=0.85.

Fig. 2 Snapshot of zonal flows (left panel) and mean zonal flows (right panel) at the surface in the case of free-slip condtion  at the top and no-slip 
condition at the bottom boundaries at t=80000. Ra=0.05, Pr=0.1, Ek=3x10-6, χ=0.85.
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dissipates large scale flow efficiently. Spatial scale increase of 
2-dimensional vortices uniform in the direction of the planetary 
rotation axis, which are supposed to contribute to generation of 
alternating zonal jets, might not proceed to planetary scale due 
to the Ekman friction. The result that the alternating zonal jets 
are maintained for long time suggests that there is possibility 
that surface zonal flows of Jupiter and Saturn might be generated 
by deep convection in the interior of the planets. Further study 
should be performed in order to examine dynamical conditions 
for emergence and disappearance of banded structure, and 
dependences of the width and strength of alternating jets on the 
governing parameters.
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放射連成非定常 CFDモデルによる東京都市圏の体感温度シミュ
レーション
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ヒートアイランドの数値モデルの高度化と都市情報の進展に伴い、スーパーコンピュータによる高解像度の気温、風
の数値シミュレーションが実施されるようになった。最近は、都市の気温上昇に加えて、異常気象への人間の適応性に
関する計画策定が求められている。また、2020年の東京五輪を迎えるに当たり、夏の暑さ対策に関心が寄せられている。
人体周辺の温熱環境の定量的な予測を行うには、多様な要因から構成される複雑な物理モデルを構築しなくてはいけな
い。都市空間における暑さ対策の検討を行う上では、数値流体力学と放射モデルの連成、温熱環境の時刻変化と各種対
策効果の関係などが研究上の課題としてあげられる。国総研では、気流モデル、3次元表面温度モデル及び室内気候モ
デルを連成した非定常解析システムの開発に取り組んでいる。本報告では、地球シミュレータを用いて、東京都市圏に
おける 5mメッシュ解像度の体感温度を算出したので、その概要を述べる。

キーワード： 体感温度 , 非定常CFD, 放射連成 , 都市圏 , 東京

1. はじめに
IPCC第 5次評価報告書では「今後の気温上昇は避けら
れない。」と明記されており、気候変動の影響への適応計
画の立案が国際的に求められている。都市域の熱環境問
題に関しては、これまで国・自治体及び都市事業者等に
より、ヒートアイランド対策（都市の気温を低減する対策）
が講じられてきたが、今後は温暖化に伴う異常気象への
対応も図る必要がある。
筆者らは、都市の気温に関して広域 CFD解析により水
平 5m解像度でビリオンクラスの数値解析を実施してきた
（Ashie et al., 2004-2012）[1]。本報告では、夏の暑さ対策に
対応できるように広域CFD解析の数値モデルを高度化し、
東京都市圏の体感温度シミュレーションを実施した結果
を述べる。

2. 解析システムの概要
体感温度の解析の流れを図 1に示す。解析システムは、
入力部分、モデル部分、境界条件部分及び出力部分より
構成される。モデルは、気流モデル、3次元表面温度モ
デル及び室内気候モデルから構成され、これらを統合し、
かつ時系列の境界条件を付与することで、温熱 4要素（気
温、湿度、放射、気流）を非定常で算出する仕組みとなっ
ている。
街区の伝熱モデルについて図 2に示す。図 2(a)は地表
面の熱収支であり、短波、長波の相互放射、対流、蒸発、
熱伝導を考慮する。図 2(b)は空調負荷を示しており、窓
を通した日射取得、壁の貫流熱、室内発生熱、換気によ
る熱交換を考慮する。流体モデルについては既報 [2]の通
りである。

図 1 体感温度の解析の流れ。

図 2 街区の伝熱モデル。
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3. 東京都市圏の体感温度シミュレーション
解析領域を図 3に示す。都市キャノピーモデルを組み
込んだメソスケールモデルによる 2階層ネスティング解析
を図 3(a)、図 3(b)について実施した。次に、東京 10km四
方の境界条件をメソスケールモデルの出力で与え、図 3(c)
の解析領域について、水平 5m解像度の CFD解析を実施
した。解析日は 2007年 8月 10日である。

14時における地表面近傍の気温、風速、放射、気流より、
標準新有効温度 SET＊を算出した。算出に当たっては、人
体を地上 1.5mに位置する微小球に模擬し、着衣量：0.6 (clo)、
代謝量：2.0 (met)、短波吸収率：0.50、放射率：0.98とした。
図 4(a)に示す気温分布では、海上及び緑地において気温が
低く、街区が高温となっている様子が分かる。図 4(b)は体
感温度（SET＊）である。概ね気温と同様の分布傾向であ
ることを確認できる。ただし、詳細に見ると、図中 (A)で
は体感温度は気温より低めの値であるのに対し、図中 (B)
ではその逆の関係が現れている。これは、風速による影響
を含むものであり、当該時刻において南東風が卓越してい
るために、風通しの善し悪しが体感温度を左右している。
このように、気温だけで暑さを推し量ることは難しく、厳
密には体感評価まで行う必要がある。

4. おわりに
放射連成非定常 CFDモデルによる東京都市圏の体感温
度シミュレーションを行い、体感温度と気温の分布傾向
は概ね一致するものの、他の温熱因子により評価値が影
響されることが示された。

文献
[1] Ashie et al, Annual Report of the Earth Simulator Center, 

2004-2012.
[2] 都市の気象と気候（編集：神田学）、気象研究ノート、
第 224号 .

（a）気温分布 （b）体感温度分布
図 4 解析結果（2007年 8月 10日 14時）。

図 3 解析領域。



51

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ公募課題  – Earth Simulator Proposed Research Project –

1. Introduction
High-temperature urban areas, known as urban heat islands 

(UHI) have been observed in many cities, and the elucidation 
of the nature of UHI has been recognized as an important 
problem in urban climate research (Oke 1978). From the human 
perspective, UHI can produce unexpected effects, such as a 
sensation of extreme heat when pedestrian spaces are irradiated 
by the sun. The thermal sensation of humans can be modeled 
using four thermal factors: air temperature, humidity, wind 
velocity, and radiation. The level of activity and amount of 
clothing worn are additional factors (VDI 1998, Fanger 1970). 
Numerical tools can be applied to predict the effect of the 
abovementioned four thermal factors and to design appropriate 
measures for the thermal control of human environments.

We have performed a numerical analysis with billion CFD 
grids to simulate air temperatures in urban areas (Ashie et al., 
2004-2012)[1], (Ashie, 2012)[2]. In this study, CFD analyzed 
system was highly developed by coupling radiate heat transfer 
model to evaluate meat radiant temperatures and thermal 
sensations of human body located in the Tokyo metropolitan area.

2. Analyzed system
The system of urban heat island countermeasures is shown 

in Fig. 1. It comprised an input part, a model part, a boundary 
part, and an output part. An airfl ow model, a three-dimensional 
surface temperature model, and an indoor climate model were 
integrated to simultaneously solve the four-thermal factors using 
hourly boundary data.

Urban Scale Simulation for SET* Distribution with 5 m 
Grid by Unsteady-state CFD Simulation Coupling with 
Radiate Heat Transfer Model
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Numerical simulation study of urban air temperatures with high-resolution has progressed with the advance of digital information 
and supercomputer. The applicability of human being against the abnormal weather is getting important as well as a temperature 
rise in the urban areas. Complicated physical models of air fl ow and radiate heat transfer were coupled so as to predict the thermal 
sensation of human being in outdoor spaces.  The thermal sensation was simulated by 5 m mesh resolution in the Tokyo metropolitan 
area using the earth simulator.
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3. Simulation results
Standard new effective temperature, SET* was calculated 

near the ground level using the 24 hours-simulation output of air 
velocity, radiation and air temperature and humidity. Figure 2 
showed the results of air temperature and SET* at 14:00. It can 
be confi rmed that the distribution of SET* is similar to that of 
air temperatures; however, they differ partially, for example 
(A), (B) in the figures. This implies the thermal sensation is 
infl uenced by another factor such as the wind velocity.

Fig. 1 Overview of the system of urban heat island countermeasures.
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4. Conclusion
The distribution of the thermal sensations and the air 

temperatures of Tokyo metropolitan area by unsteady-state CFD 
model coupling with radiate transfer model, were identical for 
the most part, but it was indicated that the evaluation values in 
SET* were locally infl uenced by velocities.

References
[1] Ashie et al, Annual Report of the Earth Simulator Center, 

2004-2012.
[2] The Meteorological Society of Japan, Meteorological 

Research Note, No. 224, 2012.
(a) Air temperature

(b) SET*

Fig. 2 Simulated results at 14:00 on 10 Aug. 2007.
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サブメソスケール現象が海洋上層の循環に与える影響
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海洋のサブメソスケール（水平スケール数 km～数十 km程度）の現象が、海洋上層の循環（shallow overturning 
circulation）に与える影響について、簡単化した海洋大循環モデルを用いた数値シミュレーションにより調べた。今年度は、
数値モデルを地球シミュレータへ移植・チューニングし、サブメソスケール現象を解像できる水平解像度 1kmの実験に
着手した。中規模渦を解像できる水平解像度 10kmの実験との比較を通して、モード水の形成と循環をはじめとした海
洋上層の循環への影響について有用な実験結果が得られた。

キーワード： サブメソスケール現象 , 簡単化実験 , モード水

1. 課題の目的
入射する太陽エネルギーの不均衡に伴う赤道域から極
域への熱の南北輸送において、海洋は全輸送量の 1/3か
ら 1/2を担っていると考えられている。海洋における南北
輸送を考える上では、子午面循環（Meridional Overturning 
Circulation; MOC）が重要である。MOCは形成要因・循
環の水深に応じて大きく 3層に分けられるが [1]、南北熱
輸送を考える上では最上層の shallow overturning circulation
の果たす役割が大きい。深層水形成がなく深層において
顕著なMOCが存在しない北太平洋では、海洋における全
熱輸送量の 3/4を担っていると考えられている。

Shallow overturning circulationは亜熱帯循環に伴うもの
であり、主に極向きに暖かい海水を運ぶ西岸境界流と、
中緯度域で冷却された海水が南に戻るモード水からなる。
したがって、モード水の形成とその循環を理解すること
が重要である。特に、モード水の形成（subduction）には
中規模渦の役割の重要性がモデル実験や観測結果から示
されてきた。
一方で、海洋のサブメソスケール（数 km～数十 km程
度の水平スケール）の現象は、強い鉛直流速や再成層化
効果を通して、海面付近の生物地球化学過程に大きな影
響を与えることが指摘されており、近年注目されている。
これらの現象が shallow overturning circulationを含む海洋上
層の循環に対して与える影響についても研究が進みつつ
あるが（e. g., [2]）、海盆規模での循環への寄与などについ
ての知見は不十分である。そこで、本課題では理想化・簡
単化した海洋モデルを用いて、サブメソスケール現象を解
像する数値実験を行い、海洋上層の循環に与えるサブメ
ソスケール現象の影響を明らかにすることを目的とした。

2. モデル
モデルの支配方程式は、静水圧近似、ブシネスク近似、

β-平面近似、rigid-lid近似のもとでの運動方程式と連続の
式、移流拡散方程式と、線形近似した海水の状態方程式
である。粘性項として、水平・鉛直方向に Laplacian型の
粘性・拡散を与え、運動量に関しては線形の底摩擦も加
えた。水平粘性・拡散係数はいずれも 1m2s-1、鉛直拡散係
数は 5m2s-1、鉛直粘性係数は 1.25m2s-1とした。モデル海は
東西・南北ともに 3000kmの矩形であり、北西端に海岸地
形を設定した（図 1）。水深は海盆全体でおよそ 4100mで
あるが、計算の安定のために、水平スケール 200kmで高
さ 600mの凹凸を付加した。モデル海洋は、大気から、貿
易風と偏西風を簡単化した東西一様な風応力（[3][4]; 図 2）
と、モデル海南端で 22℃、北端で 6℃、緯度に対して線
形に減少する気温と海面温度の差に比例した熱フラック

図 1 モデル海の概略図。北西端の緑の領域は陸である。
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スを受けて駆動される。また、水深 1500m以深ではポテ
ンシャル水温を基本場（水深 1000mまで一様 5℃、1000m
以深は 4000mで 1℃となるように水深に対して線形に減
少）に強く緩和した。また、塩分は一定値としたので、
海水の密度はポテンシャル水温と線形関係にある。
水平解像度は、サブメソスケール現象を解像できる

1kmとし、鉛直解像度は表層付近で 5mとした。比較のた
めに中規模渦を解像する 10km解像度実験、渦を解像しな
い 50km解像度実験も行った（鉛直解像度は同じ）。

3. 研究計画
本課題で用いた数値モデルは新規に開発したものであ
るため、平成 27年度は、① 数値モデルの地球シミュレー
タ（ES）への移植とチューニング、② 10km解像度での
予備実験によるモデル設定の探索、③ 予備実験の結果を
受けた本実験（1km解像度実験）の実施と結果の解析、
④ 追加実験の検討、という計画で課題を遂行した。

4. 今年度得られた成果
数値モデルの ESへの移植とチューニングについては、

計算性能の目標値（ベクトル化率 98%、256CPU使用時の
並列化率 95%）に対して、ベクトル化率 98.5%、並列化

率 98.5%（256core使用時）となった。各解像度の実験に
ついて必要な計算資源を表 1に示す（50km解像度実験は
必要な計算資源が少ないため汎用サーバで行った）。
実験は、① 50km解像度で初期状態（水温は基本場、流
速は静止状態）から 18000日間積分（D50）、② ①の最終
状態を初期値として 10km解像度で 4500日間積分（D10）、
③ ②の最終状態を初期値として 1km解像度の実験（D1）
を開始、という手順で行った。平成 27年度は、D1について、
515日間の積分が終了した。
図 3に各解像度の実験の亜表層（水深 57.5m）における
ポテンシャル水温の分布を示す。D50では表現されなかっ
た続流ジェットに伴う強い温度勾配が、D10と D1では
Y=2200km付近に表現された。海岸地形の効果により D10
と D1で西岸境界流の離岸位置がほぼ同じとなった。D10
では続流ジェット流域や内部領域で水平数百 kmスケール
中規模変動が活発に見られた。一方で、D1では中規模変
動に加えて、より水平スケールの小さい変動が多くみら
れ、サブメソスケール変動が表現された。

表 1 各解像度の実験に必要な計算資源

解像度 [km]
東西方向の
分割数

南北方向の
分割数

1モデル日あたりの
計算資源 [NH]

10 1 40 0.057

1 4 64 64

5. 今後の展開
水平解像度 1kmでの海洋の数値シミュレーションを

行うことで、サブメソスケール現象を表現することがで
きた。本課題では海盆全体の数値実験を行うことで、渦
活動が海洋上層の循環に与える影響を調べることができ
る点が特長である。今後は、サブメソスケール現象を解
像しない数値実験結果との比較を通して、海洋上層の循
環や熱輸送の中で大きな役割を担うモード水の形成過程
（subduction）に注目して、サブメソスケール現象が与え
る影響についての解析を行っていく。なお、本課題は平
成 28年度も継続して行う。

図 2 与えた風応力分布（中）と風応力カール（右）の東西分布と、
風応力による Sverdrup流量の分布（左）。

図 3 水深 57.5mでのポテンシャル水温の水平分布。D50の 18000日目（左）、D10の 4500日目（中）、D1の 515日目（右）を示す。
等値線の間隔は 0.5℃。
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1. Introduction
The ocean carries about one-third to one half of the total 

meridional heat transport. Meridional heat transport in the ocean 
is associated to the meridional overturning circulation (MOC). 
MOC approximately consists of 3 layers depending on the 
formation mechanism and the depth [1]. The upper most layer 
(shallow overturning circulation) plays main role in meridional 
heat transport. 

Shallow overturning circulation is associated to the 
subtropical gyre circulation. The western boundary currents 
transport warm water poleward. Water transfer heat to the 
atmosphere in the mid-latitude, and cooled denser water forms 
mode water and moves southward. Previous numerical and 
observational studies suggested the importance of mesoscale 
eddies in the formation process of mode water (subduction).

On the other hand, submesoscale eddies are focused because 
of its importance to the surface bio-geochemical processed 
through the strong vertical velocity or the restratifi cation effect. 
Some studied the effect submesoscale eddies on the upper ocean 
circulation including shallow overturning circulation (e. g., 
[2]), but the understanding related to the impact on basin-wide 
circulation is still poor. In this project, we evaluate the basin-wide 
impact of submesoscale eddies using the high-resolution idealized 
ocean models. 

2. Model
The governing equations are momentum equation, continuity 

equation, advection-dissipation equation and linearized equation 
of state under the hydrostatic, Boussinesq, beta-plane and rigid-
lid approximations. Laplacian type horizontal and vertical 
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viscosity and dissipation are used. Bottom friction is also 
included in the momentum equation. Model basin is 3000 km in 
east-west and south-north direction and approximately 4100m 
deep, and has land area on the north-western corner (Fig. 1). The 
sine-shaped bottom topography is introduced for the stability of 
calculation, with wavelength of 200 km and height of 600m. The 
ocean is forced by zonally homogeneous wind stress (cf. [3][4]; 
Fig. 2) and heat fl ux proportional to the difference between SST 
and atmospheric temperature. The salinity is set to the constant 
(and so the potential density is proportional to the temperature).

The horizontal resolution is set 1 km, which can express 
submesoscale eddies. Vertical resolution is 5 m at the surface. 
We also conduct the experiments with 10 km and 50 km 

Fig. 1  Schematic view of model basin.
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horizontal resolution.

3. Results
The numerical experiments were executed as follows:
1. The ocean was spun up for 18000 days from the initial 

state by the 50 km resolution model (called D50 
experiment). Initially the ocean was in state of rest. 
Temperature was the horizontally homogeneous, 5 
degrees from surface to the 1000 m depth and reduced 
linearly with depth to the 1 degree at 4000 m.

2. The ocean was initialized by the final state of D50 and 
simulated for 4500 days by the 10 km resolution model 
(D10).

3. Initialized by the final state of D10, the model was 
integrated by the 1 km resolution model (D1). 515-day 
simulation has dome in FY 2015.

Figure 3 shows the horizontal distribution of potential 
temperature at the depth of 57.5 m for D50, D10 and D1. 
Extension jet was simulated in D10 and D1, which was absent 
in D50. The separation point of western boundary current was 
almost same between D10 and D1 according to the coastal 
topography. Active mesoscale eddies arose in D10 on the 

extensional jet and in the internal region. In D1 finer scale 
perturbation wes seen in addition to the mesoscale eddies. 

4. Future works
The model with 1 km resolution successfully simulated 

the submesoscale eddies. We will evaluate the impact of 
submesoscale eddies on the upper ocean circulation, especially 
focusing on the subduction process of waters. 
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Fig. 2 Meridional distribution of wind stress (center) and its curl (right), 
and Sverdrup transport (left).

Fig. 3. Horizontal distribution of potential temperature at the depth of 57.5 m. Left panel is for D50 on 18000 model day, center for D10 on 4500 
model day, and right for D1 on 515 model day. Contour interval is 0.5 °C.
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本課題では、海洋の数 kmから数十 kmのサブメソスケール現象を再現する全球規模の高解像度海洋シミュレーション
を行い、サブメソスケール現象およびメソスケール現象とそれらとは異なる時空間変動とのスケール間相互作用を明ら
かにすること、さらに従来とは質的に異なる海洋循環像を示すことを目的としている。平成 27年度は、サブメソスケー
ル／メソスケール渦の抽出および時間発展を追跡するための新しいアルゴリズムの開発を行い、渦の生成や消滅、渦同
士の併合や分離、海流への捕捉や海流からの切離といったイベントを高精度で抽出し、効果的に可視化することに成功
した。

キーワード： 海洋大循環モデル , 渦抽出・追跡 , 可視化

1.	 はじめに
本課題で実施する予定のサブメソスケール現象を解像
する高解像度海洋シミュレーションでは、海流などの大
規模循環、中規模渦に加えてサブメソスケールの小さな
渦や筋状構造などの幅広い時空間スケールの現象が再現
されることが期待される。そのデータセットは数十テラ
バイト規模で、含まれる情報が膨大であるため、新たな
解析、可視化方法を開発する必要がある。そこで、本課
題でのシミュレーションデータの構築に先駆け、我々が
先に実施済みの水平解像度 1/30度（約 3km）の北太平洋
海洋シミュレーション [1, 2]の 2001年の 1年間の日平均
出力を用い、新たな渦の解析・可視化方法の試みを行った。
高解像海洋シミュレーションによって再現される数多
くの渦の時間変化を把握するためには、渦度や渦の抽出
によく使われる Okubo-Weiss parameter等のような渦に関
連した物理量を可視化する既存の手法だけでなく、渦そ
のものを抽出し、時間発展を追跡し、そこで起きる現象
を可視化する新たな手法が必要である。既存の渦の抽出
手法では、特に分離や併合といったイベント時にある渦
の外側境界を精度よく抽出できないという問題があった。
そこで本研究では、渦の時間変化に基づくイベントを精
度よく抽出可能な新しい渦抽出、追跡および可視化手法
を提案する [3]。

2.	 提案手法
提案手法では、まず 9× 9グリッド（約 30km四方）
のフィルタを用いて抽出した海面高度が極大（または極
小）かつ Okubo-Weiss parameterが負の値をもつ点を渦中
心として抽出する。次に、渦中心を含む海面高度の隆起
（または沈降）した領域を、渦の内側領域として抽出する
（図 1(a)の赤色領域）。さらに、適当な流速の閾値を用い

て、渦の外側に位置する流れの速いストリーム領域を抽
出する（図 1(b)の緑色領域）。抽出された渦（内側領域）
をストリーム領域（外側領域）や海流との関係性によって、
図 2に示すように、(a)外側に閾値以上のストリーム領域

図 1 断水渦の物理的特徴。

図 2 ストリームおよび海流との関係性にもとづく渦の分類。
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を有さない渦、(b)ストリーム領域を有する渦、(c)同一の
ストリーム領域を有する 2つの渦、(d)海流に捕捉された
渦および (e)周辺に海流およびストリーム領域を有する渦
の 5種類に分類する。
次に、overlapping法を適用することにより、渦の時間

発展を追跡し、渦に関連したイベントの抽出を行う。図 3
に示すように、連続する 2つの時間ステップ間における
渦の空間的な重なり合いから、渦の生成や消滅、渦同士
の併合や分離、海流への捕捉や海流からの切離といった
イベントも精度よく抽出することが可能となる。

3.	 結果
渦のイベント抽出結果の可視化を行う。ここでは、通

常の状態にある暖水渦、冷水渦、ストリーム領域（筋状
構造）および海流をそれぞれ明度 50%の赤、青、緑およ
び黄色で表現する。また、生成、併合、分離または海流
への併合、海流からの切離といったイベント発生時の渦
（およびストリーム領域）を明度 100%として強調して色
付けする。図 4は、東北沖に位置する 2つの暖水渦の併

合する様子を示している。また、図 5は蛇行する黒潮か
らの切離によって渦が生成される様子を示している。ど
ちらの結果においても、イベント発生時の渦をハイライ
ト表示することで、数多くの渦の中から注目して見るべ
き渦のみが、解析者にとって認識しやすい形で可視化さ
れていることが分かる。

4.	 考察および議論
本年度は、渦の抽出、時間発展の追跡およびイベント

を抽出する新たな可視化方法を開発した。海洋大循環モ
デルの出力の海面高度および流速に新たな手法を適用す
ると、高精度に渦の時間発展の追跡およびイベントを抽
出できた。また、イベント発生時の渦を強調表現するこ
とにより、注視領域を捕えやすくすることにも成功した。
シミュレーションと同じ時間ステップで、シミュレー
ションと同時に時間発展の追跡を行うことにより、さら
に微細な構造の時間発展を追跡することも可能になると
考えられる。

図 4 2つの暖水渦の併合イベントの可視化結果。

図 5 黒潮からの切離による渦の生成イベントの可視化結果。

図 3　overlapping法による渦の時間発展の追跡。
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1. Introduction
Scientific data visualization is an indispensable technique to 

extract focusing phenomena among overwhelming amount of 
information in numerical simulation results. With recent data set 
generated by high-resolution ocean general circulation models, 
which reproduce a huge number of eddies, it is rather difficult 
to use traditional visualization methods to address questions 
on “when, where, and what kind of ocean phenomena appear”. 
In the present study, we propose a new technique for eddy 
detection, tracking, and event determination, by which scientists 
can intuitively understand behavior of eddies. 

2. Method
Our proposed method consists of following three stages: 

eddy detection, eddy tracking, and event determination. In 
eddy detection stage, centers of eddies are identified as local 
maximum or minimum of sea surface height (SSH), with the 
negative Okubo-Weiss parameter. Region, i.e. the size, of an 
eddy is detected by a combination of information about SSH 
shape (e.g. the convex region of SSH (red area) in Fig. 1(a)) and 
regions of current speed maxima (e.g. green areas in Fig. 1(b)) 
around the center of the eddy. 

For eddy tracking stage, we adopt the overlapping method, 
whose computational cost is low and implementation is easy. 
By automatically correlates eddies in two contiguous time 
steps using their spatial overlapping, events on eddy evolution, 
such as creation, dissipation, bifurcation, amalgamation, and 
interaction with ocean currents, are accurately detected.
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3. Results
Examples of extracting eddies, streams, currents and their 

events from outputs of a high-resolution ocean simulation [1, 
2] using the present new method are shown in Fig. 2. Here, 
warm eddies, cold eddies, streamer-like structures, and currents 
are colored by blurry red, blue, green, and yellow (brightness 
= 50%), respectively. Furthermore, eddies (and the streamer-
like regions around them) during their evolving events 
are emphasized by bright color (brightness = 100%). Two 

Fig. 1 Physical properties of warm eddy. (a) SSH, (b) current speed and 
(c) the Okubo-Weiss parameter.
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independent eddies surrounded by  streamer-like structures off 
east coast of Tohoku area on Jan. 22, 2001 (Fig. 2(a)) merge 
into one large eddy on Feb. 1, 2001 (Fig. 2(c)) [3].

4. Discussion and conclusions
In this study, we proposed a new concept for detection, 

tracking, event determination of submesoscale and mesoscale 
eddies and a visualization method based on a hybrid definition 
of eddies using SSH and velocity field. As a result of application 
to high-resolution ocean simulation data, we succeeded in 
extracting events associated with eddy evolutions, such as 
amalgamation and bifurcation as well as creation, continuation, 
and dissipation. These events are effectively visualized as 
a region of interest. In the future, in-situ processing of the 
method, where eddy detection, tracking and visualization are 
carried out on a supercomputer during the numerical simulation, 
will become a key technology for better understanding of the 
submesoscale ocean structures.
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Fig. 2  A visualization example of amalgamation event of two eddies off Tohoku.
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太陽地球環境システムのシミュレーション研究
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中世温暖期や小氷期において太陽活動が地球環境に影響を与えてきたと考えられているが、そのメカニズムは未だ明
らかではない。また、巨大太陽フレアなどの爆発現象は地球大気のみならず、現代の情報化社会にも多様な影響と被害
を直接与えると考えられているが、その発生を事前に予測する技術は未成熟である。本研究は、太陽と地球（海洋圏・
大気圏・電磁気圏）からなる環境システムの長期的及び短期的変動を再現することができるシミュレーションを開発する。
それによって、シミュレーションと多様な観測データとの比較を通して太陽地球環境システムの変動メカニズムを解明
すると共に、太陽活動の予測モデルを開発し、太陽地球圏環境変動に備える社会基盤の構築に貢献することを目的とし
ている。本年度は（1）太陽周期活動の南北半球非対称性の機構解明、（2）太陽フレアで発生する磁気リコネクションの
高速化機構の解明、（3）磁気嵐の原因となるコロナ質量放出による磁場変動の再現シミュレーションなどについてのシ
ミュレーション研究をそれぞれ進めた。

キーワード： 太陽黒点 , 太陽フレア , コロナ質量放出 , 宇宙気候 , 宇宙天気

1.	 本研究の目的
中世温暖期や小氷期に見られる地球環境の長期変動は
人類社会にも大きな影響を与えてきた。樹木年輪中の宇
宙線生成核種の分析からこうした千年スケールの環境変
動が太陽活動変動と良い相関を持つことが知られている。
一方、太陽活動が地球環境に影響を与えるメカニズムに
ついては全太陽放射変動が海洋熱循環に与える影響、太
陽放射スペクトル変動が中高層大気に与える影響、銀河
宇宙線が電離を通して大気に与える影響など様々な仮説
が提唱されている。しかし、いずれも定量的な検証がな
されておらず、太陽活動の気候影響の原因は未解明であ
る。このため、太陽活動影響の評価は気候モデルによる
長期的な将来予測において不確実性をもたらす大きな要
因の一つとなっている。さらに、太陽黒点活動はこれま
で大きな変動を示してきたことが、400年にわたる黒点観
測と数千年間の炭素同位体解析から明らかにされている
が、その原因も明らかでない。特に、現在、極大期を過
ぎた第 24太陽周期は、過去 100年間で最も黒点数が少な
い特異な周期になると考えられている。それゆえ、今後
の太陽活動がかつて現れたマウンダー極小期のような極
端な低活動期に陥る可能性も指摘されている。このため、
次の周期（第 25太陽周期）の太陽活動状況の予測は、太
陽恒星活動のメカニズムの理解に留まらず、今後数十年
の「太陽地球圏環境」の予測をおこなう上で必須であり、
その学術基盤の構築が急務となっている。
一方、巨大な太陽フレアやコロナ質量放出（CME）な
どの太陽面爆発現象は地球近傍の宇宙空間と地球大気に
大きな影響を与える。その結果として、衛星システム、
通信ネットワーク、電力網、航空システムなど現代社会
を支える基盤が多大な被害を受ける可能性がある。実際
に 1989年には太陽面爆発の結果として発生した磁気嵐に

よって、北アメリカ大陸の電力網は甚大な被害を蒙り、
ケベック州では全州で停電が発生している。歴史的には
これを大きく上回る規模の磁気嵐が記録されている。社
会全体が高度に情報化された現代においてそのような大
規模擾乱が発生した場合には、全地球的な規模で深刻な
社会影響が発生すると考えられている。それゆえ、こう
した太陽地球圏の激しい環境変動から、現代社会の基盤
と我々の生活を守るためには、そうした変動を事前に予
測する技術を開発することが不可欠となっている。
上記の背景のもとに、本研究は太陽と地球（電磁気圏、

大気圏、海洋圏）からなる環境システムの長期的並びに
短期的変動を地球シミュレータの性能を活かした大規模
シミュレーションで再現すると共に、多様な観測データ
とシミュレーションの比較を通して太陽地球圏環境の変
動メカニズムを解明し、その変動を予測する技術の開発
を推進することを目的としている。特に、太陽周期活動
の変動に伴う大気海洋結合システムの応答を定量的に明
らかにすることを目指す。同時に、最先端の太陽観測デー
タを取り込んだ太陽活動モデルを開発し、太陽周期活動の
予測を実現することで、今後数十年間の太陽気候影響の
評価を試みる。また、太陽面爆発の発生とその地球環境
影響を予測するための数値予測スキームの開発を目指す。
なお、本研究は文部科学省科学研究費補助金：新学術

領域研究「太陽地球圏環境予測：我々が生きる宇宙の
理解とその変動に対応する社会基盤の形成（http://www.
pstep.jp/）」の一環として実施される。 

2.	 本年度の成果
2.1	 太陽周期活動の南北半球非対称性のシミュレー
ション研究 [1]

太陽黒点に代表される太陽の磁気活動は約 11年の周期
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で変動することが、ガリレオ以来 400年の観測で明らか
にされている。また、南北半球の周期活動は 1～数年位
相がずれていることも観測から指摘されている。それ故、
より黒点活動が活発な半球は周期の前半と後半で変わる
傾向がある。また、黒点極大期に発生する極域磁場の極
性反転のタイミングも北半球と南半球では 1～数年ずれ
る傾向がある。しかし、その原因は未だに明らかにされ
ていない。本研究はこの南北非対称性のメカニズムを探
るため、磁束輸送モデルに基づく数値シミュレーション
を様々な初期条件に対して実施した。
本研究では南北対称性の数学的性質を厳密に満たすた
め、磁場を南北対称成分と反対称成分に分離し、それぞ
れが満たすべき方程式を数値的に解くことでシミュレー
ションを行った。また、従来、南北非対称性の原因は太
陽対流層内部のプラズマ平均流の非対称性に起因すると
広く考えられていたが、我々はプラズマ流が対称であっ
ても磁場活動が自発的に非対称となる可能性について検
討した。その結果、プラズマ流れが対称であっても、初
期条件に依らずに南北非対称性がすべての場合に自発的
に発生することを見出した。この非対称性は、双極子型
の磁場成分と四重極子型の磁場成分の周期位相がずれる
ことによって発生することを明らかにした。そのため、
図 1のように双極子型の磁場と四重極子型の磁場は時間
発展の過程で交互に出現することになり、その結果とし
て南北非対称性が出現する。さらに、異なる初期条件か
ら計算を開始した場合でも、双極子型磁場と四重極子型
磁場の位相差は +90度か -90度のどちらかに収束するこ
とも初めて明らかにした。このことは、太陽ダイナモの
周期解が 2種類のアトラクターを持つことを示唆してい
る。それらは、北極磁場が先行して反転する解と南極磁
場が先行して反転する解とに対応している。
黒点観測によれば、周期活動及び極域磁場反転が先行
する半球は同じであり、かつ数周期にわたって同じ半球
が先行する傾向があることが見出されている。この傾向
は本研究が発見したダイナモ活動のアトラクターの存在
と整合しているものと考えられる。ただし、計算による
と解がアトラクターに達すると活動が先行する半球が変
わることはなかったが、観測では数周期の後に先行半球

が変わる。これは、磁場による平均流れの変化など、本
研究のモデルに含まれていない何らかの複雑な効果の存
在を示唆してる。

2.2	 磁気リコネクションの高速化機構 [2]

太陽フレアは太陽黒点磁場に蓄積された自由エネル
ギーがコロナプラズマの熱と運動エネルギーに爆発的に
変換される過程と考えられている。その過程において磁
気リコネクションは重要な役割を果たす。磁気リコネク
ションは磁力線の繋ぎ替わりであり、プラズマの熱化と
高エネルギー粒子の加速の原因となる。また、磁力線の
繋ぎ替わりの結果、捻じれた磁束管（フラックス・ロープ）
が形成され、フラックス・ロープが電磁流体力学的に不
安定化することにより、磁気リコネクションがさらに進
むというフィードバックが急速なエネルギー解放を駆動
すると考えている。
しかし、古典的な定常リコネクションモデルによると、
リコネクション領域に入射するプラズマ流の相対的な速
さ（リコネクション率）は磁気レイノルズ数（S）の平方
根に反比例すると考えられている。一方、太陽フレアに
おけるリコネクション率は 10-2程度であることが観測で
見出されている。それ故、S～ 1014に達する太陽コロナ
でなぜこれまでの理論モデルに比べて遥かに高速のリコ
ネクションが進み得るのかは長年の課題であった。
我々はこの問題を解決するため、地球シミュレータを
用いてこれまでに最も精密な磁気リコネクションの 2次元
電磁流体シミュレーションを実施した。その結果を図 2に
示す。この図に示す通り、計算開始直後にはリコネクショ
ン率は磁気レイノルズ数の増加と共に減少するが、その
後、高い磁気レイノルズ数を持つ場合ほど早期かつ急速
にリコネクション率が増加することが分かった。さらに、
最終的にリコネクション率は磁気レイノルズ数に依らず
に観測値と同等の値（10-2）をとることが見出された。
詳しい解析の結果、この高速化は図 3に示す通り、リ

コネクション領域で生成される磁気島の成長と運動に
伴って発生することが分かった。すなわち、磁気島が電
流層の幅に対して十分大きく成長し、かつ電流層に沿っ
て運動するとき、磁気島の先端で電流層が分岐した構造

図 1　太陽周期計算における磁束の時間変動。
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が生まれることで、リコネクションの拡散領域の長さが
短くなることがリコネクションの高速化を生み出すこと
が見出された。さらに、この電流層の分岐は、遅い磁気
流体衝撃波の形成によるものであることも明らかにされ
た。遅い磁気流体衝撃波がリコネクションを高速化させ
ることは Petschek（1964）によって提案されていたが、そ
の後の数値シミュレーションによって、電気抵抗の非一
様性がなければ、遅い磁気流体衝撃波は存在できないと
考えられていた。これに対して、本研究は磁気レイノル
ズ数が大きなシステムでは、磁気島の非線形効果によっ
て一様抵抗の場合でも、非定常的に遅い磁気流体衝撃波
が自発的に形成され、磁気リコネクションは高速化し得
ることを初めて示すことができた。

2.3	 コロナ質量放出による磁場変動の再現シミュ
レーション [3]

太陽コロナ中で発生する爆発現象に伴って、大量のコ
ロナが惑星間空間へ放出されるコロナ質量放出（CME）
がしばしば発生する。CMEもフレアと同様、太陽表面か
らコロナへ入射される磁場のエネルギーを駆動源とした
爆発現象である。CMEに伴って放出されたプラズマ塊は
しばしば地球磁気圏にも衝突し、地球磁気圏内部にエネ
ルギーを注入することで磁気嵐を引き起こすことが知ら
れている。その際、CME内部の磁場の向きが重要なパラ
メタとなる。なぜなら、現在の地磁気は北向きであるた
め、CMEが南向きの磁束を持つとき地球磁気圏の内部に
向けたポインティング・フラックスが増加するためであ
る。それゆえ、CMEが地球軌道まで運ぶ磁場の方向と強
度を予測することは、宇宙天気予報の高度化のために重
要な課題となっているが、未だにその予測は困難な状況
にある。
本研究ではこの課題を解決するため、太陽から惑星

間空間に打ち出される CME内部に一定のねじれを持つ
フォース・フリー磁場を導入した 3次元電磁流体力学シ
ミュレーションを実現することで、地球軌道における
CME磁場の予測を試みた（図 4）。その結果、いくつかの
イベントついて、これまで不可能であった南北成分磁場
変動の再現にある程度せいこうすることができた。今後
は、適切な計算の初期条件を太陽磁場観測データから導
く方法を開発することで、本研究の成果を実際の宇宙天
気予報に応用するための研究を進める予定である。

謝辞
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図 2 3種類の磁気レイノルズ数についてのリコネクション率の
時間変化。

図 3 磁気リコネクション領域の電流密度（カラースケール）と
磁束構造（等高線）。

図 4 コロナ質量放出とそれに伴う磁場変動のシミュレーション
結果。
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1. Introduction
The solar activities influence the terrestrial environment 

and the social system. However, the mechanism whereby the 
solar activity may affect the climate is not well understood 
yet. Although giant solar eruptive events such as solar flares 
and coronal mass ejections (CMEs) may seriously impact the 
infrastructure of satellite, power grids, and communication 
facilities, our capability to predict the onset and the influence 
of solar eruption is still limited. Therefore, the improvement 
in our understanding and predictability of the solar-terrestrial 
environment is crucially important not only from scientific point 
of view but also from the social and economic aspects.

Earth Simulator Project “Simulation Study of Solar-
Terrestrial Environmental System” was established in order to 
improve our understanding and predictability of solar-terrestrial 
environmental dynamics. In FY 2015, we have continued 
the development of simulation studies of solar cycle activity, 
magnetic reconnection in solar flares, and coronal mass ejection 
as shown in the following sections. 

2. Results
2.1 Simulation Study of North-South Asymmetry of 

Solar Cycle [1]

Observations of the Sun suggest that solar activities 
systematically create north-south hemispheric asymmetries. 
For instance, the hemisphere in which the sunspot activity is 
more active tends to switch after the early half of each solar 
cycle. Svalgaard & Kamide (2013) recently pointed out that 
the time gaps of polar field reversal between the north and 

Simulation Study of Solar-Terrestrial Environmental 
System
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Keywords: sunspot, solar flare, coronal mass ejection, CME, space weather, space climate

south hemispheres are simply consequences of the asymmetry 
of sunspot activity. However, the mechanism underlying the 
asymmetric feature in solar cycle activities is not yet well 
understood.

In order to explain the cause of the asymmetry from the 
theoretical point of view, we investigated the relationship 
between the dipole-type and quadrupole-type components of 
the magnetic field in the solar cycle using the mean-field theory 
based on the flux transport dynamo model. As a result, we found 
that there are two different attractors of the solar cycle, in which 
either the north or the south polar field is first reversed as shown 
in Fig.1. This results suggest that the flux transport dynamo 
model well explains the asymmetry of sunspot activity and the 
polar field reversal without any ad hoc source of asymmetry.

2.2 Simulation Study of Fast Magnetic Reconnection [2]

Magnetic reconnection, which is a change in connectivity of 
magnetic field lines in a highly-conducting fluid, plays a crucial 
role in explosive conversion of magnetic energy into heat and bulk 
kinetic energy. Standard magnetohydrodynamic (MHD) theory 
predicts reconnection rate that is far too slow to account for a wide 
variety of reconnection events observed in space and laboratory 
plasmas. Therefore, it was commonly accepted that some non-
MHD (kinetic) effects play crucial role in fast reconnection. A 
recently renewed interest in simple MHD models is associated 
with the so-called plasmoid instability of reconnecting current 
sheets. Although it is now evident that this effect can significantly 
enhance the rate of reconnection, many details of the underlying 
multiple-plasmoid process still remain controversial. 
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Thus, we developed a high resolution MHD simulation to 
elucidate the issue of fast MHD reconnection by revealing 
the small-scale mechanism of its working. Figure 2 shows the 
temporal evolution of the scaled reconnection rate for three 
different simulations of the cases of  . Initially, 
at  , the reconnection rate is slower for higher Lundquist 
numbers. At this stage an elongated Sweet-Parker type current 
sheet is formed as shown in Fig. 3, which represents temporal 
evolution of the magnetic fi eld and the electric current structure 
for the case of  . 

Then, as time progresses, the aspect ratio of the current 
sheet becomes too large, and the sheet breaks up due to 
plasmoid instability (  , Panel (c)). After that, a further 
growth of plasmoids increases the reconnection rate up to 0.01 
at  (Panels (d), (e)). As seen from Fig. 3, between 

 the central three plasmoids (including Plasmoid 1) 
collide and merge, creating the next-generation ones such as 
Plasmoid 2. At about the same time (after ) an intermittent 
fast reconnection with the rate up to 0.02 becomes established, 
which is caused by strong electric currents concentrated 
adjacent to plasmoids. Importantly, at this stage the global 
current sheet becomes bifurcated, forming V-shaped structures 
with the vertexes facing plasmoids. The results first indicate 
that fast albeit intermittent magnetic reconnection is sustained 

by numerous small-scale Petschek-type shocks spontaneously 
formed in the current sheet due to its plasmoid instability.

 

2.3 Simulation Study of Coronal Mass Ejection [3]

Coronal mass ejections (CMEs) are the most important 
drivers of various types of space weather disturbance. We 
developed a newly magnetohydrodynamic (MHD) simulation 
of the solar wind, including a series of multiple CMEs with 
internal spheromak-type magnetic fields. First, the polarity of 
the spheromak magnetic fi eld is set as determined automatically 
according to the Hale-Nicholson law and the chirality law 
of Bothmer and Schwenn. The MHD simulation is therefore 
capable of predicting the time profile of the southward 
interplanetary magnetic field at the Earth, in relation to the 
passage of a magnetic cloud within a CME. This profile is 
the most important parameter for space weather forecasts of 
magnetic storms. In order to evaluate the current ability of our 
simulation, we demonstrate a test case: the propagation and 
interaction process of multiple CMEs associated with the highly 

Fig. 2 The evolution of magnetic reconnection rate for three different 
magnetic Reynolds number.

Fig. 3 Electric current density and magnetic flux of reconnection 
simulation (S=104).

Fig. 1  The evolution of magnetic fl ux on a meridional plane in the solar cycle simulation.
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complex active region NOAA 10486 in October to November 
2003, and present the result of a simulation of the solar wind 
parameters at the Earth during the 2003 Halloween storms 
(Fig. 4). We succeeded in reproducing the arrival at the Earth's 
position of a large amount of southward magnetic fl ux, which is 
capable of causing an intense magnetic storm. We fi nd that the 
observed complex time profi le of the solar wind parameters at 
the Earth could be reasonably well understood by the interaction 
of a few specifi c CMEs.
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Fig. 4 Magnetic fi eld lines and velocity distribution of MHD simulation 
for solar wind and the CME on Oct. 30, 2003.
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本研究ではベクトル型スーパーコンピュータを駆使し、乱流散逸機構における高レイノルズ数および高ハルトマン数
効果を解析することに成功した。最大レイノルズ数は摩擦速度に基づくレイノルズ数で 1000、最大ハルトマン数は 34で
あり、この種の解析においては世界最大レイノルズ数・ハルトマン数領域の計算である。
乱流散逸機構においては、磁場散逸項の影響は小さいものの、磁場効果による非磁場項の変調効果が大きいことがわ

かった。またこの乱流散逸機構は、ハルトマン境界層厚に基づくレイノルズ数Rにおいて相似性を有することがわかった。

キーワード： Liquid metal MHD, Turbulent energy dissipation rate, DNS, Turbulence modeling

1. 序論
核融合炉ブランケット第一壁の冷却材として有力視され
ている溶融塩（FliBe）の適用 [1, 2]においては、そのMHD
（magneto-hydro-dynamics）効果のモデリングが重要課題と
なっている。

MHD乱流モデル解析に、低レイノルズ数型 k-εモデル
にMHD散逸効果を加えた計算が一般的である [3-5]。こ
れらのモデルによるMHD圧力損失に関する定性的な解
析は可能であるが、定量性には課題が多い [6]。MHD乱
流解析の高精度化においては、高レイノルズ数条件下で
の乱流エネルギーおよび散逸率の予測制度向上が必須と
なっている。
この乱流モデルの高精度化においては、直接数値計算

（Direct numerical simulation, DNS）の適用が最も効果的で
ある。特に核融合炉先進ブランケットデザイン設計にお
いては、強磁場下での高レイノルズ数乱流データベース
の構築が重要となっている [7, 8]。近年の計算機能力の発
展および並列計算の高度化に伴い、核融合炉デザイン条
件に匹敵する高レイノルズ数・高ハルトマン数（磁場効
果）条件での先駆的な DNSが実行されている [9,10]。し
かしながら乱流モデル開発に必要な乱流散逸率の輸送方
程式に関するデータベースは得られておらず、現時点で
利用可能なデータは、非常に低いレイノルズ数およびハ
ルトマン数（摩擦速度に基づくレイノルズ数 : Reτ =395、非 :
磁場下、Reτ=150、ハルトマン数 :Ha =8）に限定されてい
る [11, 12]。
本研究では、新地球シミュレータを用いて、Reτ =1000、

Ha=34までの DNSデータベース構築を行う。また得られ
たデータベースを用いて乱流散逸機構に関する解析を実
行する。

2. 直接数値計算の概要
2.1 対象とする流動場
対象とする流動場は、これまでに実行されてきた

DNS[9-11]と同様に非圧縮性流体における低磁気レイノル
ズ数流れである。流れ場は図1に示す、十分に発達したチャ
ンネル乱流場であり壁垂直方向に磁場が印加されている。

図 1　対象とする流動場と座標系。

2.2 支配方程式と数値計算手法 [13]

数値計算手法も先行研究 [9-11]と同様であり、質量保
存則、ローレンツ力を考慮した非圧縮性流体の Navier-
Stokes式及び低磁気レイノルズ数条件における電場にお
けるスカラーポテンシャル近似による磁場方程式である。
空間離散化手法は、壁平行方向 (x, z)にフーリエスペクト
ル法、壁垂直方向 (y)に 2次精度中心差分法を適用し、壁
平行方向のエイリアシング誤差は位相シフト法 [14]によ
りこれを除去している。時間積分方法は、対流項に 3次
精度の Runge-Kutta法、圧力勾配項に Euler陰解法、粘性
項に Crank-Nicolson法を適用している。粘性項と圧力及
び電場スカラーポテンシャル ( )のポアソン方程式に関
するヘルムホルツ方程式は 3重対角行列解法（Tri-diagonal 
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Matrix Algorithm, TDMA）によりこれを解いている。
境界条件は、速度場に対して、壁面で no-slip条件、主

流 (x)及びスパン方向 (z)に周期境界条件を課している。
電場のスカラーポテンシャルにおいては、壁面は絶縁壁
とし、主流及びスパン方向に周期境界条件を課している。
またスパン方向の全電流はゼロとした [9-11]。

2.3 計算条件
本研究における計算条件を表 1に示す。ここに上付き

添え字 +は、摩擦速度 (uτ)と動粘性係数 (v)により無次元
化された値であることを示している。本計算では摩擦速
度により定義されるレイノルズ数（Reτ = uτh/v, hはチャン
ネル半値幅）を 500及び 1000に固定して計算した。また
磁場効果を示すハルトマン数（Ha = B0 h (σ/ρv)1/2、σは電
気伝導度、ρは密度）は、Reτ =500の場合に 0から 17まで、
同様 Reτ = 1000の場合に 0から 34まで変化させた。

Reτ =500の場合は、バルクレイノルズ数（Reb = Ub2h/v, 
where Ub は断面平均速度）がおおよそ 18,000となり、溶融
塩を使用した核融合炉先進ブランケットサイド壁部分にお
けるデザイン条件（Reb= 12,000, Ha =10）とほぼ同等となる。
一方、Reτ =1000の場合は、バルクレイノルズ数が約

40,000であり、チャンネル幅 (2h)基準によるハルトマン
数は最大で 68に達する。これは溶融塩を対象とした自己
冷却ブランケットにおける最大レイノルズ数及びハルト
マン数条件（Reb = 40,000 and Ha =40）に相当する [15]。
壁垂直方向に磁場を印加したハルトマン流において、

Boeckらは [10]、平均速度及びレイノルズ応力は、ハルト
マン境界層厚（δ = (ρv/σ)1/2/B0）と層流時におけるチャンネ
ル中心部における主流方向速度（U0 = Ub(1-1/Ha)）により
定義されるレイノルズ数 (:R)が同じ場合に相似となるこ
とを指摘している。本計算条件では、Rの値は表 1に示
すようにそれぞれ、550と 850となる。
磁場効果により乱流は層流化することが知られている
ため [16]、本計算においては Ha数の増加に応じて、主流
及びスパン方向の格子をやや粗く設定している。なお本
計算の格子解像度は最も粗い場合においても、Satakeら

の DNSを上回る解像度となっている（表 1参照）。
DNSデータベースの構築は、海洋研究開発機構及び東北

大学サイバーサイエンスセンターの SX-ACEを使用した。
SX-ACE/512ノードを利用した場合、1タイムステップの時
間積分に要する経過時間は約 3.2秒（CASE4の場合）であっ
た。この時計算演算速度は、約 20.0TFLOPS（terafl oating-point 
operations per second）であった。
時間積分長は、Reτ =1000の場合に、摩擦速度と動粘性係
数に基づく無次元時間 (T+)で、11,000 (Ha =0), 15,300 (Ha=24), 
21,200 (Ha=34)と設定し、渦の寿命時間スケール T+/Reτ の
10倍を上回る長さを確保している。 

2.4 乱流散逸率の輸送方程式
壁垂直方向に磁場を印加し、十分に発達したチャンネ
ル乱流場における乱流散逸率 (ε)の輸送方程式は式 (1)で
与えられる [4]。

 (1)

ここに、D/Dtは実質微分、uiと xiは主流方向乱流速度
と座標 (u1 = u, x1 = x)、壁垂直方向乱流速度と座標 (u2 = v, x2 
= y,)、そしてスパン方向乱流速度と座標 (u3 = w, x3 = z,)を
示す。Uは主流方向の平均速度、pは変動圧力、  は電場
のスカラーポテンシャルである。なお上付き ‾は、時間（及
び空間）平均値であることを示す。乱流散逸率 (ε)自体は
式 (2)で定義される。

Table 1　計算条件

case Reτ Ha R domain  
Lx, Ly, Lz

grid number 
Nx, Ny, Nz

Resolution  
Δx+, Δy+, Δz+

1 500 0 -
12.8h, 

2h, 

6.4h

432, 512, 432 14.8, 0.3-4.0, 7.4
2 500 11 899 384, 512, 384 16.7, 0.3-4.0, 8.3

3 500 17 559
4 1000 0 - 1920, 1024, 1280 6.7, 0.3-4.0, 5.0
5 1000 24 840 768, 1024, 768 16.7, 0.3-4.0, 8.3

6 1000 34 567
Ref. 9 1120 0 - 5πh, 

2h, 
2πh

1024, 
1024, 
768

17.2, 0.2-4.0, 9.2
Ref. 9 1150 16.3 1502 17.6, 0.2-4.4, 9.4
Ref. 9 1194 32.5 727 18.2, 0.2-4.5, 9.6

Reτ = uτh/v: friction Reynolds number, uτ: friction velocity, h: channel half depth, v: kinematic viscosity, Ha= B0h(σ/ρv)1/2, Hartmann number, B0: wall-normal 
magnetic fl ux density, σ: electric conductivity, R = U0δ/v, U0 = Ub/(1−1/Ha), Ub; bulk mean velocity, Lx (Nx, Δx), Ly (Ny, Δy), Lz (Nz, Δz): computational domain 
(grid number, resolution) for stream (x), vertical (y), and spanwise (z) directions, respectively.
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 . (2)

乱流散逸率の輸送方程式（1）の物理的役割は、生成、
拡散及び消散の 3つに分類できる。 
生成項は、混合生成項 (Pε

1)、平均速度による生成項 (Pε
2)、

速度勾配による生成項 (Pε
3)、そして乱流による生成項 (Pε

4)
から構成される。
拡散項は、乱流拡散項 (Tε)、圧力拡散項 (Πε)、そして粘
性拡散項 (Dε)から構成される。
消散項は、粘性消散項 (γ)及び MHD効果による消散
項 (Sε

M)から構成される。本来MHD効果による散逸率輸
送機構への寄与は、2つの成分 (Sε

M1, Sε
M2)から構成される

が、これをあわせてMHDによる消散項 (Sε
M)として扱う。

MHD効果は常に乱流散逸率を減少させる効果を担ってい
ると考えられていることと関係がある [4]。

3. 計算結果と考察
3.1 平均速度及び乱流散逸率分布におけるR効果
図 2-(1)及び (2)に R=850 及び 550の場合の平均速度分

布を示す。Rが同じ場合における速度分布の相似性 [10]
が本結果においても確認できる。R=550の場合は、ローレ

ンツ効果により y+ >400以上の領域において平均速度分布
の平坦化 [10]が確認できる。同様に乱流散逸率の分布を
図 3に示す。速度分布と同様に乱流散逸率といった高次統
計量においても Rによる相似性が成立することがわかる。

図 3　同一 R条件における散逸率分布の比較。

3.2 乱流散逸率収支におけるハルトマン数効果
図 4に Reτ =1000における Ha =0及び 34のケースの乱
流散逸率収支を示す。ここで各項の値は、uτ

6/v2により無
次元化されている。図 4-(1)に示す非磁場下のケースは、
Reτ= 395の計算結果 [12]と定性的によく一致しているが、
高レイノルズ数効果により、値そのものが大きくなって
おり、乱流による生成項 (Pε

4)と粘性による消散項 (γ)に
おいてその特徴が顕著である。これは Rodi and Mansour 
[12]による理論的予測と整合する。
一方図 4-2に示す磁場下のケースは、磁場の影響により

各項の大きさが小さくなっていることがわかる。MHD効
果による散逸項の寄与は非常に小さく、これは乱流エネル
ギーにおけるMHD散逸効果の場合 [9]と同様である。磁場
下においては、乱流エネルギー、散逸率ともにその分布傾
向が変化するがこの磁場効果は、MHD散逸項を通しての
変調ではなく、非磁場項の乱流変調によるものであること
がわかる。従って乱流モデリングの観点からは、非磁場項
におけるMHD効果を反映させることが重要となる。しか
し従来のMHD乱流モデリングにおいては、非磁場項に関
する影響を考慮したものはほとんどないのが現状である。
図 5-(1)には乱流散逸率の生成項－粘性消散項の分布を

示す。標準型の k-εモデル [17]においてはこの生成項－粘
性消散項をまとめて式 (3)のようにモデリングされている。

 . (3)

ここで、Pkは乱流エネルギーの生成項、Cε1, Cε2は、モ
デル係数である。壁の極近傍 (y+ = 3–4)において生成項－
粘性消散項の分布形は、ハルトマン数の増加に伴い大き
く変化する。非磁場下 (Ha=0)においては正の値を示すも

(1)

(2)

図 2　同一 R条件における平均速度分布の比較。
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のの、磁場下 (Ha=34)においては負の値を示す。
一方、バッファ層 (y+ = 10–20)付近においては、磁場効

果により値は小さくなるものの、正・負の逆転といった
大きな変化は存在しない。
図 5-(2)に乱流拡散項 (Tε)＋圧力拡散項 (Πε)分布を示す。

同様に標準型 k-εモデル [17]においては、この 2項をまと
めて式 (4)のようにモデル化されている。

 , (4)

ここで vTは乱流渦粘性係数、σεはモデル係数である。
乱流拡散項＋圧力拡散項 (Tε + Πε)は、ハルトマン数の増
加に伴いその値は減少するものの定性的な分布傾向は変
わらないことがわかる。以上は今後乱流モデルの高精度
化を行う上で重要な知見であり、特に生成項－粘性消散
項の壁近傍でのMHD効果がキーポイントとなることが推
測される。

3.3 乱流散逸率収支におけるR効果
図 6に R=550の場合における、乱流散逸率の各項の比
較を示す。これによりすべての項において Rが同じ場合
は、その分布形は同一となることが明確に確認できる。
従って、MHD乱流モデリングにおいては、この Rを用い
たモデリングが有効であることがわかる。

(1)

(2)

図 4　散逸率輸送方程式におけるハルトマン数効果。

(1) 生成項－消散項

(2) 乱流拡散＋圧力拡散項

図 5　散逸率輸送方程式の各項におけるハルトマン数効果。
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4. 結論
本研究ではベクトル型スーパーコンピュータを用いて、

乱流モデリングにおいて重要となる、高レイノルズ数・
高ハルトマン数条件下の乱流散逸率の輸送方程式に関す
るDNSデータベース構築に成功した。得られたデータベー
スを解析した結果、
磁場効果の増加に伴い、乱流散逸項の分布形は変化す
るものの、ハルトマン境界層厚と層流時のチャンネル中
心速度により定義されるレイノルズ数：Rが同一でれば、
その分布形は相似となることがわかった。
乱流散逸率分布と同様に、乱流散逸率の輸送方程式に
おける各項の分布形も Rが同じであれば、相似となるこ
とがわかった。これは Rが同一であれば、その輸送機構
も同一となることを示している。
一方、ローレンツ力による直接的な乱流変調効果は小
さく、むしろ非磁場項が磁場効果により変化することに
より乱流散逸率の分布形が変調していることがわかった。
この非磁場下の変調においては、生成項－粘性消散項の
壁近傍での変化が重要であり、今後MHD乱流モデルの高
精度化を図る上では、この特性を再現できるモデル開発
が必要と考えられる。
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1. Introduction
Modeling of magneto-hydro-dynamics (MHD) turbulence 

is a key challenge for the utilization of molten salt as a coolant 
in the fi rst wall of fusion reactors [1, 2]. The most commonly 
used MHD turbulence model is the low-Reynolds (Re) number 
k-epsilon (k-ε) model. This kind of models has been developed 
by Ji & Gradner [3], Kenjeres & Hanjalic [4], and Smolentsev 
et al [5]. These models can predict fundamental mean velocity 
characteristics, such as MHD pressure drop, but their accuracy 
in predicting the turbulent kinetic energy and dissipation rate is 
insuffi cient in high-Re fl ows [6].

Direct numerical simulation (DNS) is most powerful tools 
for validating MHD turbulence models. In particular, a DNS 
database of high-Re fl ows under a magnetic fi eld is critical from 
the view point of design of advanced fusion blankets [7, 8]. 
With the developments in computational resources, including 
parallel computing techniques, Satake et al. [9] and Boeck et al. 
[10] succeeded in pioneering DNSs of turbulent channel flows 
imposed on a wall-normal magnetic fi eld up to friction Reynolds 
number (Reτ) 1100. However, the high-Re DNS database for the 
transport equation of turbulent energy dissipation rate has not yet 
been established. The available DNS database for the transport 
equation of turbulent energy dissipation rate is up to Reτ =150 in 
the MHD case [11] and 395 in the non-MHD case [12].

In this study, we established the DNS database for this 
transport equation of turbulent energy dissipation rate in channel 
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friction Reynolds number based on the channel half-height is 1000 with the Hartmann number based on the channel half-height, 0, 
24, and 34.

The contribution of MHD source term derived from Lorentz force on the turbulent dissipation process is very small. However 
modulation of the other terms in this process was remarkably observed with Hartmann number increasing. The turbulent dissipation 
process under the MHD effects is similar under the same R condition, where R is the Reynolds number based on the Hartmann layer 
thickness and the laminar centerline velocity.
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fl ows imposed on wall-normal uniform magnetic fi elds up to Reτ 
= 1000 and with the Hartman number = 34. Using the obtained 
DNS database, we investigated the turbulent energy dissipation 
process under MHD effects, from the view point of turbulence 
modeling. 

2. Overview of the DNS database
2.1 Target fl ow fi elds

The target flow is an incompressible MHD turbulent flow 
at a low magnetic Reynolds number as considered in the 
previous DNS studies [9-11]. The flow was assumed to be a 
fully-developed turbulent channel flow in the presence of a 
wall-normal uniform magnetic field. The flow geometry and 
coordinate system are shown in Fig. 1, where B0 is the wall-
normal uniform magnetic field, h is the channel half-height, 

Fig. 1  Flow geometry and coordinate system.
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and Lx, Ly, Lz are the streamwise, wall-normal, and spanwise 
computational lengths, respectively.

2.2 Governing equations and numerical procedures [13]

The numerical procedures used here are also the same 
as those in previous studies [9-11]: the continuity, and the 
momentum equations with an electric field described using 
the electrical potential approach at a low–magnetic Reynolds 
number, were solved using a hybrid Fourier spectral method 
and a second-order central differencing method. To remove the 
aliasing errors derived from nonlinear terms, the phase-shift 
method [14] was applied. The time integration methods for the 
governing equations were as follows: the third-order Runge–
Kutta scheme was used for the convection terms, the Crank–
Nicolson scheme was used for the viscous terms, and the Euler 
implicit scheme was used for the pressure terms. The Helmholtz 
equation for the viscous terms and the Poisson equations for the 
pressure and electrical potential were solved using a tri-diagonal 
matrix algorithm in Fourier space.

Nonslip and periodic conditions were imposed for the 
boundary conditions of the velocities and non-conducting 
conditions for the electric potential were applied to all walls and 
a periodic condition was imposed on the horizontal direction. 
The spanwise total electric current was maintained at zero [9-11].

2.3 Numerical conditions
The numerical conditions for the present DNS are shown in 

Table 1, where the superscript + denotes the non-dimensional 
quantities normalized by friction velocity (uτ) and kinematic 
viscosity (v). In our computations, the friction Reynolds 
number, Reτ = uτ h,/v was kept constant at 500 or 1000. The 
Hartmann number, Ha = B0 h (σ/ρv)1/2, where σ is the electrical 
conductivity and ρ is the density, was changed from 0 to 17 for 
Reτ =500, and from 0 to 34 for Reτ = 1000.

When Reτ =500, the bulk Reynolds numbers (Reb = Ub2h/
v, where Ub is the bulk velocity) were approximately 18,000. 
These numerical conditions correspond to the equivalent 

parameters for molten salt blankets in the side channel: Reb= 
12,000, Ha =20 [7, 8].

When Re τ =1000, the bulk Reynolds numbers were 
approximately 40,000, and Hartman number based on the 
channel height (2h) was up to 68. These numerical conditions 
also correspond to the MHD flow conditions of liquid-metal 
blankets in the Molten salt self-cooled case; Reb = 40,000 and 
Ha =40 [15].

Boeck et al. [10] showed that the mean velocity and Reynolds 
shear stress have similar profiles under the same R conditions 
in the range of 450 < R < 900. Here R is the Reynolds number 
based on the Hartmann layer thickness, δ = (ρv/σ)1/2/B0, and the 
laminar centerline velocity, U0 = Ub(1−1/Ha), for Ha > 5. In this 
study, R was set to 550 and 850.

To reduce the numerical costs, coarser-resolution grids were 
adapted in the MHD cases compared with those of the non-
MHD cases, because the turbulent kinetic energy in these cases 
was suppressed, in comparison with the non-MHD case under 
the same friction Reynolds number [16]. However, higher-
resolution grids were ensured in all present cases compared with 
those in DNS of Satake et al. [9], as shown in Table 1.

The computations were performed on a NEC SX-ACE 
supercomputer systems at Tohoku University and Japan Agency 
for Marin-Earth Science and Technology (JAMSTEC). The 
computation time per step in CASE4 was 3.2 s by using SX-
ACE/2048 cores and the computational speed was measured 
to be up to 20.0 TFLOPS (terafloating-point operations per 
second). To obtain the statistical values, the time integration was 
conducted during 11,000, 15,300, and 21,200 in the normalized 
time units based on friction velocity and kinematic viscosity for 
Ha = 0, 24, and 34 at Reτ =1000, respectively.

2.4 Transport equation of turbulent energy dissipation rate
For the fully-developed channel flow under the wall-normal 

magnetic field, the transport equation of turbulent energy 
dissipation rate (ε) is given by Eq. (1) [4].

Table 1  Numerical conditions

case Reτ Ha R domain   
Lx, Ly, Lz

grid number  
Nx, Ny, Nz

Resolution   
Δx+, Δy+, Δz+

1 500 0 -
12.8h, 

2h, 

6.4h

432, 512, 432 14.8, 0.3-4.0, 7.4
2 500 11 899 384, 512, 384 16.7, 0.3-4.0, 8.3

3 500 17 559
4 1000 0 - 1920, 1024, 1280 6.7, 0.3-4.0, 5.0
5 1000 24 840 768, 1024, 768 16.7, 0.3-4.0, 8.3

6 1000 34 567
Ref. 9 1120 0 - 5πh,  

2h,  
2πh

1024,  
1024,  
768

17.2, 0.2-4.0, 9.2
Ref. 9 1150 16.3 1502 17.6, 0.2-4.4, 9.4
Ref. 9 1194 32.5 727 18.2, 0.2-4.5, 9.6

Reτ = uτh/v: friction Reynolds number, uτ: friction velocity, h: channel half depth, v: kinematic viscosity, Ha= B0h(σ/ρv)1/2, Hartmann number, B0: wall-normal 
magnetic flux density, σ: electric conductivity, R = U0δ/v, U0 = Ub/(1−1/Ha), Ub; bulk mean velocity, Lx (Nx, Δx), Ly (Ny, Δy), Lz (Nz, Δz): computational domain 
(grid number, resolution) for stream (x), vertical (y), and spanwise (z) directions, respectively.
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 (1)

Here, D/Dt is the substantial derivative, ui and xi are the 
streamwise (u1 = u, x1 = x), vertical (u2 = v, x2 = y, ), and 
spanwise (u3 = w, x3 = z, ) turbulent velocities and directions, 
respectively. U is the streamwise mean velocity, p is the 
pressure,  is the electric potential, and over bar (¯) denotes a 
time average. The energy dissipation rate (ε) itself is defi ned by

 . (2)

The transport equation (1) of the turbulent energy dissipation 
rate is classifi ed into three terms for types of their contributions. 
That is the production, diffusion, and destruction terms, 
respectively.

The production terms comprise the mixed production (Pε
1), 

the production by mean velocity (Pε
2), the gradient production 

(Pε
3), and the turbulent production (Pε

4).
The diffusion terms comprise the turbulent diffusion (Tε), the 

pressure diffusion (Πε), and the viscous diffusion (Dε).
The destruction terms comprise the viscous destruction rate 

(γ) and the magnetic source term (Sε
M). Two types of MHD 

effects (Sε
M1, Sε

M2) were considered as one dissipative source 
term. In short, the Lorentz force always acted as the dissipative 
contribution to the turbulent energy dissipation rate [4].

3. Results and discussion
3.1 R effects on mean velocity and turbulent energy 

dissipation rate profi les
Figures 2-(1) and (2) show the mean velocity profi les at R = 

850 and 550. The similarity of the mean velocity profi les under 
the same R conditions [10] was clearly confi rmed. Due to the 
Lorentz force, the plateau velocity profi les [10] appeared at the 
wall-normal height y+ > 400 when R = 550. Under the same R 
conditions, the similarity both the mean velocity profi les and the 
turbulent energy dissipation rate profi les can also be observed 
from Fig. 3. Thus, a similar turbulent dissipation process is 
expected under the same R conditions.

Fig. 3 Comparison of turbulent energy dissipation rate profi les in same 
R conditions.

(1)

(2)

Fig. 2  Comparison of mean velocity profi les in same R conditions.
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3.2 Hartmann number effects on budget of turbulent 
energy dissipation rate

The budgets of the turbulent energy dissipation rate in cases 
of Reτ =1000, Ha =0 and Reτ =1000, Ha = 34 are shown in Fig. 4. 
All terms in Eq. (1) were normalized using uτ

6/v2. 
As shown in Fig. 4-(1), in the case of Reτ =1000, Ha =0, 

the contributions of each terms to the budget were in good 
agreement with the case of Reτ= 395 [12], but the magnitude 
of the terms in the high-Re case of Reτ = 1000 was increased, 
particularly those for the turbulent production (Pε

4) and viscous 
destruction rate (γ). This increasing tendency in terms of Pε

4 
and γ is consistent with the theoretical estimations by Rodi and 
Mansour [12].

As shown in Fig. 4-(2), in the case of Reτ =1000, Ha =34, the 
magnitude of each terms is suppressed by the magnetic fi eld, but 

the contribution of several terms shows little difference between 
two fi gures. Moreover, the contribution of the magnetic source 
term (Sε

M) is very small compared with that of the other terms 
through the channel. In the case of turbulent kinetic energy, the 
contribution of the MHD source term is also small [9]. Thus, the 
effects of the Lorentz force on the turbulent transport processes 
such as the turbulent kinetic energy and dissipation rate, were 
not directly acted on by the MHD source terms. Therefore, the 
modulation of non-MHD terms in Eq. (1) by MHD effects is 
important from the view point of MHD turbulence modeling. 
However, the modulation of non-MHD terms in this transport 
equation has not been previously seen as a concern.

Figure 5-(1) shows the contribution of the production minus 
the viscous destruction on the transport equation (1). In the 
standard k-ε model [17], the production and viscous destruction 
terms were modeled together as follows:

 . (3)

Here, Pk is the production of turbulent kinetic energy k, and 
Cε1, Cε2 are model parameters.

The behavior of the peak at the vicinity wall (y+ = 3–4) was 
sensitive to increases in Ha. This peak value showed a negative 

(1)

(2)

Fig. 4 Hartmann number effects on budget of turbulent dissipation rate.\

(1) production-viscous destruction

(2) turbulent+ pressure diffusion

Fig. 5 Hartmann number effects on each term in the transport equation 
of turbulent dissipation rate.
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contribution in the case of Ha = 0, but a positive contribution in 
the case of Ha = 34. In contrast, the behaviors of the peak at the 
buffer layer (y+ = 10–20) showed  a positive contribution, but 
the magnitude of the peaks had a decreasing trend.

Figure 5-(2) shows the contribution of the turbulent diffusion 
term (Tε) plus the pressure diffusion term (Πε). In the standard 
k-ε model [17], these terms were also modeled together as 
follows:

 , (4)

where, vT is turbulent viscosity, and σε is the model 
parameter. As Ha increases, the behaviors of terms (Tε + Πε) 
show a similar contribution, but the magnitude of the term 
decreases.

3.3 R effects on budget of turbulent energy dissipation rate
Figure 6 shows comparison of each term in the transport 

equation of the turbulent dissipation rate in the same R 
conditions (R = 550). Across all terms, the similarity under the 
same R condition was clearly confi rmed. 

From the view point of high-accuracy prediction of the 
modulation of the non-MHD terms, R, which is the Reynolds 

number based on the Hartmann layer thickness and the laminar 
centerline velocity, is important because the turbulent energy 
dissipation process is similar under the same R condition.

4. Conclusions
In this study, we succeeded in establishing DNS database 

significantly increased the range of Reynolds number and 
Hartmann numbers for the epsilon transport equation in 
turbulent channel flows imposed on a wall-normal uniform 
magnetic fi eld.

The DNS results for the turbulent energy dissipation rate 
show a decreasing trend with increasing of Ha, but the profi les 
of the turbulent energy dissipation rate have the clearly 
similarities at the same R, which is the Reynolds number based 
on the Hartmann layer thickness and the laminar centerline 
velocity.

Like the turbulent energy dissipation profiles, each of the 
budget terms shows a decreasing trend with increasing of Ha, 
and the profi les and transport equation in the energy dissipation 
rate also similar under the same R conditions. 

The contribution of the magnetic source term derived from 
the Lorentz force to the turbulent dissipation process was very 
small. However, in the vicinity of the wall, the contribution 
of production – destruction shows opposite behavior as Ha 
increases. Therefore, modulation of the non-MHD terms is 
important from the view point of turbulence modeling.
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大規模シミュレーションを用いた革新的ロバスト炭素膜による 
水処理機構に関する研究

課題責任者

遠藤　守信 信州大学先鋭領域融合研究群カーボン科学研究所

著者

手島　正吾 *1, 2, 3，荒木　拓海 *1, 2, 3，Rodolfo Cruz-Silva*3，Josue Ortiz-Medina*3， 
Aaron Morelos-Gomez*3

*1 高度情報科学技術研究機構

*2 信州大学先鋭領域融合研究群カーボン科学研究所

*3 信州大学アクアイノベーションセンター

経済協力開発機構の報告によると、2013年現在、安全な飲料水にアクセスできずに、環境衛生（排水処理など）用水を
適切に確保できないために汚れた水から起こる感染症や汚染水で命を落とす人口は数十億人にのぼり、世界に於ける水不足
は人類の生命を脅かす課題となっている。
これら課題を解決するために、文部科学省の「COIプログラム」として、信州大学に設置された『世界の豊かな生活環境

と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点』では、厳しい自然環境条件での海水淡水化が求められる
中東地域等にも広く普及可能な、耐汚染性、膜洗浄用の薬品への耐性を持ちうる水処理膜を世界で初めてカーボン系材料か
ら合成すことを目指し、その研究開発に取り組んでいる。
本研究課題は、地球シミュレータを活用した大規模シミュレーションにより、本プロジェクトで開発した炭素系水処理膜
の構造、透水性、脱塩性のメカニズムを原子・原子の相互作用から明らかにし、実験にフィードバックして、より高性能の
水処理膜の設計を目的にしている。今年度は、信州大学で開発に成功したカーボンナノチューブ（CNT）＋ポリアミド水処
理膜、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜について、実験とシミュレーションとの連携により得られた成果と、水と膜
との基礎的な振る舞いの研究結果について報告する。

キーワード： ナノカーボン , カーボンナノチューブ , 芳香族ポリアミド , 水処理膜 , 脱塩性能

1.	 はじめに
 経済協力開発機構の報告によると、2013年現在、世界

で 11億人余りが安全な飲料水にアクセスできず、26億人
が環境衛生（排水処理など）用水を適切に確保できない状
況である。また汚れた水から生じる感染症により現在でも、
2百万人以上の子供が汚染水で命を落とし、世界に於ける
水不足は人類の生命を脅かす課題となっている。さらに最
近ではシェールガスなどのガス資源の採取時には、採取資
源の 7倍にも及ぶ大量の油を含む『随伴水』が発生し、環
境における水資源汚染が問題になっている。
信州大学アクアイノベーション拠点では、革新的な「造

水・水循環システム」を構築し、それを用いた造水システ
ムの社会実装が最終目標である。全体の研究体制では、膜
の開発、モジュール化、プラント・システム設計などの産
官民連携による開発が特徴である。本研究グループの短期
的目標は実験グループが合成した水処理膜の原子構造を理
解し、水処理を向上させる要因、阻害する要因をナノレベ
ルの原子挙動から把握し、改善策を実験グループにフィー
ドバックし、水処理膜機能向上を目指すことにある。
現在、水処理膜は架橋芳香性ポリアミドが主に用いられ、
分離膜の耐久性、耐薬品性、耐熱性、表面特性等の一定の

評価が得られている。しかし世界的に普及させるためには、
これらの耐性に優れ、長期に渡り水処理膜としての性能を
維持するロバストな水処理膜が必要である。
本プロジェクトでは、従来の高分子膜、無機膜、セラミッ
ク膜などの耐久性が不十分な素材から作るのではなく、ナ
ノカーボンによるダイヤモンドライクカーボン、CNT複合
材、グラフェン複合材などのロバストな性質を有する材料
から耐久性の高い革新的ロバスト炭素膜を創生する、これ
までにない新しい手法で水処理膜の合成に取り組んでいる。
信州大学は、カーボン研究では世界を先導する国際的

研究機関であり、H27年度に CNT＋芳香族ポリアミド膜、
DLC膜に関して、優れた水処理膜の合成技術に成功した。
これらの実験データをもとにした膜の原子構造をシミュ
レーションにより構築し、これらの膜がなぜ水・イオン分
離機能に優れているかを、膜と水・イオンとの原子間相互
作用に基づく分子動力学法により膜を評価した。今年度は
主に、構造作成のためのシミュレーション技術、透水性、
脱塩性の定性的理解に焦点を当てて報告する。
本研究では、パラメタを含む経験的ポテンシャルに基づ
く古典分子動力学により、膜の構造最適化、膜内の水・イ
オンの相互作用による透水性、脱塩性を評価した。パラメ
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タは第一原理手法である DFT計算により得た。計算コー
ドは、地球シミュレータで最適化済の PHASE、Quantum 
ESPRESSO、Dl_polyを利用した。
本研究の体制は、実験による革新的膜の合成は遠藤グ

ループ（COI研究統括責任者）、膜分析評価は林グループ
（COIサブ研究リーダー）が実施し、水分離膜の元素構成
比・密度、TEM像、水処理機能（脱塩率、流水量）など
の膜機能特性データを収得し、高度情報科学技術研究機構
（RIST）グループでは実験データから原子構造を作成し、
第一原理シミュレーションで膜機能特性を評価した。実験
とシミュレーションが連携して、現実の膜の水処理メカニ
ズムの特性把握を試みた。

2.	 実験とシミュレーションによる水処理膜評価
2.1 CNTポリアミド水処理膜シミュレーション
水処理膜では、海水と淡水を半透明膜（水は通すが塩分

（Na, Clイオン）は通さないない膜）で分離させ、海水側に
生じる浸透圧に逆らい圧力をかけて、海水から淡水をつく
る逆浸透膜が、エネルギーコスト面から支流になっている。
信州大学の実験チームでは、従来のポリアミド水処理

膜に CNTを添加して、耐久性が強く脱塩性能が高い CNT
ポリアミド複合水処理膜の合成に成功した [1]。従来技術
では、CNTはポリアミドにほとんど添加出来なかったが、
信州大学ではこれまでの 150倍にあたる 15.5重量%まで
添加して、複合水処理膜としての高性能を得ることを世界
で初めて可能にした。以下に、この複合膜の合成過程と、
逆浸透圧での脱塩性能に関する水処理メカニズムをシミュ
レーションの側面から説明する [2]。
芳香族ポリアミドは、1,3-diaminobenzene（メタフェニレ

ンジアミン、MPD）と 1,3,5- benzenetricarbonyl trichloride（ベ
ンゼントリカルボニルトリクロリド、TMC）の分子同士
の重合過程することにより合成される（図 1）。
本シミュレーションでは、実験と同様な手順（図 2の

左から右に向かう手順）により膜を合成した。まず CNT

をMPDに添加しMD計算を、その後 TMCを添加しMD
計算を行い、TMCがMPDに接近したところで重合する
モデルを導入して、ポリアミド複合膜を形成した。その
結果、MPDは CNTとのπ -π結合によって CNTに沿っ
て配向する結果が得られた。この結果は実験の TEM像と
一致する。
この CNTポリアミド複合膜を隔てて、海水側（右）に
圧力 50気圧をかけ、浸透圧に逆らって淡水（左）側に真
水を通す逆浸透圧シミュレーションを実施した（図 3）。
従来 CNT水処理膜では、水は CNTの内部を透過するモデ
ルとなっているが、本研究では水は CNTの表面を通るモ
デルが特徴である。
水処理膜の機能として、塩分の阻止率（脱塩性）につ

いて調べた。図 4には、海水側から塩分（Na+, Cl-イオン）
が膜にどの程度の厚さ浸透するか、開発した RO膜と従来
の RO膜で比較した。
その結果、従来 RO膜では膜の内部 15Å程度塩分が膜

に進入するのに対し、開発した RO膜では塩分は膜の表面
で遮断され、優れた脱塩性能を有することがシミュレー
ションで示された。脱塩の観点から膜が薄くても十分脱塩
が可能であることが示された。脱塩性が向上した理由につ
いて、CNTがポリアミドに添加されたことによる水と膜
の動きやすさの目安となる拡散係数を求めた。拡散係数は
Di=1/6t (|ri(t)-ri(0)|2), t→無限大、で定義される。表 1に計算
結果を示す。

図 2 CNTに配向したMPD、TMCの重合結合からなるポリアミド。

図 1 MPDと TMCの重合からできたポリアミドモノマー。

図 3 CNTポリアミド複合膜による逆浸透圧シミュレーション
（水分子の個数は実際より間引いて表示している。右側が
海水、左側が水。赤：酸素、白：水素、黄色：Na、緑：塩素）

図 4 開発した RO膜と従来の RO膜への塩分透過の比較

表 1 ポリアミド、CNTポリアミド膜の水と膜の拡散係数
 （拡散定数の単位　cm2/s）

膜 ポリアミド CNTポリアミド
水の拡散係数 3.38× 10-5 3.07× 10-5

膜の拡散係数 2.72× 106 2.13× 106
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CNTをポリアミドに添加したことにより、ポリアミド
の拡散係数が減少している。これはポリアミドと CNTと
がπ -π結合し、ポリアミドが CNTに沿って配向したた
めに振動の自由度が制限され、膜のゆらぎが減少し膜が固
くなったためと考えられる。一方、水の拡散係数はあまり
減少していない。これらから、（1）ポリアミドが規則正し
く整列した結果、膜の動きが抑制されイオン半径の大きな
塩イオンが膜の隙間を通すことが難しくなった、（2）配向
したポリアミド膜の隙間を水は膜との衝突が減少して通る
ことができる、と考察される。シミュレーション結果は、
CNTポリアミド膜は透水性に優れているという実験結果
とも一致する。

CNTポリアミド膜は従来のポリアミド膜と比較して、
脱塩性、透水性は同等かそれ以上であり、構造的には
CNTにより膜の強度が増し、耐久性の面では CNTポリア
ミド膜が優れている。

2.2 DLC 水処理膜シミュレーション
CNTポリアミド水処理膜が海水̶淡水化による飲水処理

に使う RO膜に対し、次に報告する DLC水処理膜は、石油
や非在来型資源開発など厳しい条件下での随伴水の水処理
膜の応用として利用される膜である。実験分析の結果、信
州大学で開発された膜は、従来の DLC膜より柔らかく、脱
塩性は 0.2%の NaCl水溶液から最大で 96%とい NaCl除去
率を示した。最大の特徴は、添加する窒素ドープ量を制御
することにより、膜の構造を変え、脱塩性、透水性、耐塩
素性などの特性が変化し、最適条件を探ることが可能なこ
とである。そこで窒素ドープ量による膜がどのように構造
変化するかを、計算機シミュレーションを用いて調べた [3]
（図 5）。

DLC膜では、炭素原子が sp3、sp2共有結合のいずれか
で近接原子と結合している。sp3共有結合では 4個の近接
原子と 3次元的なダイヤモンド結合し、sp3共有結合では
3個の近接原子と 2次元的な CNT、グラフェンの様な平面
的な結合をしている。sp3、sp2共有結合の比を制御できれば、
DLCの構造固有な構造、例えば細孔のサイズ、空孔の大

きさに影響を及ぼすと予想して、共有結合の比の制御を考
察した。
シミュレーションでは、窒素をドープすることにより

共有結合の比が変化する結果が得られた。炭素だけではダ
イヤモンド結合（sp3結合）を作る傾向が強く、その結果、
炭素原子間のネットワークが終端し、空孔が増した（図 5
の左）。一方、窒素ドープ量が増えると窒素を介した sp2

結合が増し、この結合は炭素間のネットワークを作りやす
く、空間を埋め尽くして空孔が減少する結果を得た（図 5
の右）。空孔のサイズが小さくなれば脱塩性は向上する。
これら窒素ドープした DLC構造の変化について、実験と
シミュレーションの計算結果は一致している。現在、シミュ
レーションにより脱塩性、透水性の特性評価を進めている
（図 6）。

2.3 細孔を形成する分子が水の透水性に与える効果
について

水分子が細孔を通過するときの通りやすさについて、細
孔端の修飾分子を変えて、第一原理計算により評価した。
ポリアミド構造は複雑で、その細孔における修飾分子を取
り扱いには様々なバリエーションがあるので、まず、単
純にグラフェンに細孔を作り、3種類の水素 H、アミノ基
NH2、水酸基OHで細孔端を原子修飾したモデルを作成した。
図 7の様に、下方に細孔をもつグラフェン、上方にグラ

フェン、その間に水を挟んで、100気圧程度になる空間に
水を閉じ揉めた。シミュレーションの結果、水素で修飾し
た場合は、膜の運動は殆ど無く水と水素との相互作用は弱
く、この場合は単純な細孔径が水の通りやすさを決めてい

図 5 窒素をドープした DLC水処理膜の構造特性。

図 6 DLC膜による逆浸透圧シミュレーション。

図 7 グラフェンの細孔に分子を吸着させた場合の水の通過の変
化（左から、水素、アミノ基、水酸基を細孔端に修飾）。
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ると考えられる。アミノ基 NH2と水酸基 OHの場合、膜
は非常に活発に動くことが示された。これらは電荷を帯び
ており親水性であり、水分子と水素結合し、特に水酸基は
水を強く引き付け、細孔近傍まで水を呼び寄せ、通りやす
くしていることを示唆した。

3.	 まとめ
信州大学では革新的な造水・水循環システムの構築を目
指し、基盤技術である水処理膜の合成と、計算機シミュレー
ションによる性能評価とメカニズム把握に取り組んでい
る。合成に成功した CNTポリアミド複合水処理膜、DLC
水処理膜について、実験だけでは得ることの出来ない膜の
原子構造、透水・脱塩の振る舞いを、シミュレーションに
より原子レベルで理解することが可能となった。今年度は
水分子の定性的な解析であったが、今後はより定性的な解
析を行い、膜設計に資するデータの獲得に取り組む予定で
ある。また水分子、塩イオンと膜との相互作用を、水分子
の濡れ性、表面張力、親水性 /疎水性、等のマルチフィジッ
クスの側面から理解し、加えてファウリングなどの膜の耐
性も評価し、実験とシミュレーションとの連携により水処
理膜の向上に努めたい。
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1. Introduction
The availability of clean water has become a global problem 

because of the continuously increasing costs of energy and 
increasing scarcity of water resources. By far, the RO membrane 
process persists as the most reliable and cost-effective water 
desalination technique and numerous large-scale RO plants have 
been constructed around the world.

Our project has been studying performances of the new 
nano-composite membrane from both experimental analysis and 
computational simulations. Experimental team showed carbon 
that nanotubes/polyamide nano-composite thin films have 
become very attractive as RO membranes. It was found that the 
addition of SWCNTs decreases the pore size of the composite 
membrane and increases the Na and Cl ion rejection. In this 
work, we used molecular dynamics to simulate the infl uence of 
SWCNTs on the PA molecular structure of RO membrane.

2. Performance of  NWCNT/PA composite as RO 
membrane[1]
Aromatic PA’s are produced from the cross linked reaction 
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of 1,3- diaminobenzene (m-phenylendiamine or MPD) and 
1,3,5-Benzenetricarbony trichloride (trimesoyl chloride or 
TMC) as shown in Fig. 1 

Fig. 1 Reaction scheme of cross linked aromatic PA synthesis by MPD 
and TMC.

According to the cross linked reaction process, we 
construct both conventional PA membrane structures and new 
SWCNT+PA nanocomposite membrane structures using MD 
relaxation starting from different initial conditions shown in 
Fig. 2. The MPD adsorption simulations were performed by 
means of the DL-poly code and the atomic charges of the MPD 
and TMC monomers were determined by ab initio quantum 
calculation using the NWCHEM and Quantum Espresso codes. 

We continued our analysis of the membranes by investigating 
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the diffusion of water molecules in the membrane region and 
analyzing the membrane mobility using the mean-squared 
displacement equation shown in Fig. 3. The plots of Figs. 
3(e) and 3(f) show that the SWCNT+PA membrane has lower 
network mobility, which is explained by the strong van der 
Waals interaction of the PA aromatic molecules in the vicinity 
of the nanotube with the nanotube surface. The resulting PA 
network is more rigid and has properties very different from 
those of the conventional plain PA. Finally, the hydration 
of both membranes was investigated in simulated seawater 
solution. The resulting density profiles of water and salt ions 
are shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b), respectively. The addition 
of SWCNT to the PA might result in a high salt rejection 
membrane, suggesting a greater potential for desalination than 
the plain PA membrane, particularly for membranes used in 
one-step direct desalination from seawater. 

The CNT provides new insights into the fabrication of novel 
membranes reinforced with tubular structures for enhanced 
desalination performance. 
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Fig. 2 Conventional PA and SWCNT+PA nano-composi membrane 
structure using MD relaxation  starting from different initial 
condition.

Fig. 3 Diffusion coefficient of water and network mobility of PA in 
the plain PA and SWCNT+PA after hydration with the water 
membrane. 

Fig. 4 Density profi les of Na, Cl, and water across the membrane.
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数値天気予報における予測可能性変動メカニズムの解明
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予報モデルとして地球シミュレータ用大気大循環モデル（AFES）と全球非静力学大気モデル（NICAM）を、初期値とし
て気象庁全球解析値と実験的全球アンサンブル再解析（ALERA2）を用いて、台風・集中豪雨・ブロッキング現象を対象と
したアンサンブル予報実験を実施した。これらの現象はいずれも非線形性の強い大気現象であり、これらのメカニズムの理
解とこれらの現象が引き起こす予測可能性変動について調べることが本課題の目的である。
これらの現象について事例解析を行い、そのメカニズムと大気現象が引き起こす予測可能性変動について下記の結果を
得た。台風 Yagi（2013年 6月）の進路予報は、予報モデル AFESの水平解像度を上げることで改善されることがわかった。
2014年に広島で起きた集中豪雨の発生のポテンシャルは、NICAMを用いたアンサンブル予報実験により予測可能であるこ
とが示された。AFESを用いた 2010/11年冬季アンサンブル予測実験から、北半球でのブロッキングの発生位置が北半球大
循環の予測可能性変動に関係している可能性が示唆された。

キーワード： アンサンブル予報 , 予測可能性変動 , 台風 , 集中豪雨 , ブロッキング

1.	 はじめに
我々の課題では、地球シミュレータ上で 2つの大気大循環
モデルAFES（Atmospheric General Circulation Model for the 
Earth Simulator [1]）とNICAM（Nonhydrostatic ICosahedral 
Atmospheric Model [2]）を用いて、初期値を交換したアンサ
ンブル予報実験を行った。予報実験の対象として、集中豪雨・
台風・ブロッキングの 3つの大気現象を選んだ。これらは、
いずれも極端気象や異常気象であり、災害を引き起こす可能
性がある社会的影響の大きな現象であるとともに、メカニズム
や予測可能性といった科学的な知見に関しても未解明な部分
が多い。本課題での予報実験からは、防災・減災に貢献す
る成果だけでなく、科学的な成果も期待される。同時に、こ
れらの大気現象は非線形性の強い顕著な擾乱であるので、本
課題の目的である、非線型誤差成長を理論的に分析して、こ
れらのメカニズムの理解とこれらの現象が引き起こす予測可
能性変動について調べる。
本課題で用いる基本的な手法は、複数の初期値（大気

解析場）と複数の大気モデルを使って予報実験を行い、
ある現象の予測誤差に対して初期値と大気モデル（予報
部分）の不確実性の相対的な寄与を定量化することであ
る。今年度は、特にアンサンブル同化手法 LETKF（local 
ensemble transform Kalman filter [3]）によって作成された

アンサンブル再解析値を初期値とし、AFESと NICAMを
使ってアンサンブル予報実験を行った。
具体的には、下記の 3つの大気場についてハインドキャ
スト実験を行った。
1. 台風 Yagi（2013年台風第 3号）
2. 2014年 8月の広島豪雨
3. 2010/11年冬季の大循環場
以下の節でそれぞれ実験の詳細と結果について示す。

初期値には全て地球シミュレータを用いて作成された
実験的アンサンブル大気再解析 ALERA2（AFES–LETKF 
experimental ensemble reanalysis 2 [4]）を用いた。ALERA2は、
水平解像度 1度、鉛直 48層の妥当な解析精度を持っており
（例えば、[5]）、64個のアンサンブルメンバー（63個のメ
ンバーとその平均）を用いてアンサンブル予報での予測可
能性研究を行うことができる。また、2については、気象
庁全球解析値を ALERA2のアンサンブル平均の代わりに用
い、ALERA2の摂動を加えることで、気象庁全球解析のた
めの擬似的なアンサンブル初期値を作成した。

2.	 台風 Yagi の進路予測
2013年の台風 3号 Yagiの進路予測は、多くの予報機関

が実際の進路よりも西寄りの進路を予測していた。ここ
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では AFESの水平解像度だけを変更し、進路予測の改善
が見られるか調査した。初期値は共通の ALERA2（水平
解像度 T119、約 100km格子）を用いて、アンサンブル
AFES予報を鉛直層数 48、水平解像度 T119と T239（約
50km格子）の 2つで 5日の予報実験を行った。
図 1はそれぞれの予報実験での台風進路の結果を示し

ている。予報開始 2～ 3日までは T239の方が北東寄りの
ベストトラック（実際の進路）をよく再現している。ま
た、メンバー間の進路のばらつきも T119より広がってお
り、ベストトラックに近いメンバーも見られる。したがっ
て、高解像度化でバイアスの改善だけでなく、アンサン
ブルメンバーを利用したポテンシャル予測の有用性も高
まるという結果が得られた。ただし、どちらの実験でも、
それ以降の予報は北西進し、いくつかのメンバーはトラッ
クを現実的に追跡できなくなっている（ここでは SLPの
極小を追跡している）。
この台風事例に関しては、モデルの水平高解像度化は、
台風進路のアンサンブル予測の有用性を高めることがわ
かった。

3.	 2014 年 8 月広島豪雨のアンサンブル予報実験
2014年 8月 20日の未明から明け方にかけて、広島市で

集中豪雨が発生した .この集中豪雨は、広島・山口付近に
発生した幅 20～ 30km、長さ約 100kmの線状降水帯の停
滞により引き起こされた [6]。この線状降水帯について、
水平解像度 14km鉛直層数 38の NICAMを使ってアンサ
ンブル予測実験を行った。19日 0900JSTの ALERA2解析
値（63メンバー）を初期値とするアンサンブル実験を行っ
たところ、すべてのメンバーで広島付近の 24時間積算降
水量が 10mm以下であった。そこで、同時刻の気象庁全
球解析に ALERA2の各メンバーから求めた摂動を加えた
初期値（JMA-pALERA2）アンサンブル実験を行った。そ
の結果、いくつかのメンバーが広島付近に 100mm以上の
大雨を予測した（図 2）。この結果は、全球モデルでもロー
カルな降水現象のポテンシャル予測が可能であることを
示唆している。ALERA2と JMA初期値の差については、

ALERA2と気象庁全球解析の可降水量に大きな差は見ら
れなかったが、下層（1000～ 850hPa）の鉛直積算水蒸気
量は、九州・四国の南海上で気象庁全球解析の方が多かっ
た。

4.	 2010/11 年冬季のアンサンブル予測実験
大気ブロッキングの発生に関係する予測可能性変動を
調査するために、ブロッキングが複数回発生した 1冬季
（2010/11年）について日替わり予報実験を行った。日替わ
り予報実験は、2010/11年 12月～ 2月の毎日 12UTCでの
ALERA2を初期値として、それぞれで 20日間のアンサン
ブル予報実験を行った。日替わりのアンサンブル予報実
験を行うことにより、1冬季中での予測可能性の変動を詳
細に調査できることが期待される。予報モデルは 2節と
同様にT119とT239の 2つの水平解像度のAFESを用いた。
ここでは T119での結果だけ示す。
図 3に、2010年 12月 1日（Day 1）から 2011年 2月 28
日初期値（Day 90）までの日毎の予報 10日、15日、20
日目での、大気再解析（ALERA2）に対する北半球全域対
流圏中層での予報誤差 RMSE（Root Mean Square Error）を
示す。全般的に、10日・15日・20日のどの予報対象日で
も RMSEの値がほとんど変わっておらず、北半球全体で
は予報誤差の成長が飽和しているようだ。しかしながら、
どの予報対象日に対しても、同一のモデル・初期値を用
いているにもかかわらず、予測精度が日々変動している
ことがわかった。この予測精度の日々変動に注目して初
期値の大気循環場を見る。他の期間に比べて予測誤差が
小さくなる時期（2010年 12月 10日前後と 2011年 1月 9
日前後）の大気循環場を見ると、北部太平洋付近にブロッ
キング高気圧が発生していることがわかった。ここでの
ブロッキングの発生と北半球全体での予測可能性変動が
関係している可能性がある。今後、変動のメカニズムや
水平解像度変更の影響、また、より限られた領域での予
測誤差変動との関係について、より詳細な調査を行って
いく予定である。

図 2 （左）解析雨量と、（右）JMA-pALERA2の 1メンバーか
ら NICAMで予報された 2014年 8月 20日 1200JSTの前
24時間積算降水量（mm）の分布。左図は「2014年広島豪
雨に関する予測検討会」サイト https://sites.google.com/site/
mesometseminar2015/home/yohoより抜粋 [7]。

図 1 （左）T119と（右）T239アンサンブル予報実験での 3日間
の台風トラック。2013年 6月 9日 12UTCを初期値として
いる。黒線（丸印）が各メンバーの進路、赤線（四角印）
がアンサンブル平均場での進路、緑色点線（丸印）が気象
庁のベストトラックである。
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5.	 まとめと今後の方針
今年度特筆すべき点は、昨年の更新により計算性能が
向上した地球シミュレータでこれまでより高解像度・大
アンサンブルメンバーで大気大循環モデルを使った予報
ができるようになったことである。今後、予報期間を変
えることで分析する事例を増やしていく。そして、複数
事例の分析から大気現象による予測可能性変動の原因を
より詳細に調査する。また、今回注目した以外の大気現
象についても調査を広げていく予定である。今後、本課
題の目的である複数のモデルを用いながら、さらに初期
値も複数個交換した「たすき掛け実験」を進めていき、
顕著現象のメカニズム理解とこれらが引き起こす予測可
能性変動を明らかにしていく。
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図 3 （左）2010年 12月 1日から 2011年 2月 28日までの日替わりアンサンブル予報での、北半球 500hPaジオポテンシャル高度（Z500）
についてのRMSE (m)。横軸は予報開始日（2010年 12月 n日初期値ならDay n）を示し、縦軸は予報開始日から 10日（黒）、15日（赤）、
20日（青）目での RMSEを示す。（右）Day 10～ 60（10日毎）予報初期日での Z500大気場の ALERA2再解析値。左図の緑（橙）
線は相対的に予報誤差の小さい（大きい）時期を示している。
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1. Introduction
Atmospheric uncertainty and its temporal variations emerge 

from atmospheric disturbances with high nonlinearity, such 
as typhoon, extreme precipitation, and blocking. The large 
contribution to forecast errors of these disturbances motivated 
us conduct ensemble forecast experiments using Atmospheric 
General Circulation Model (AGCM) for the Earth Simulator 
(AFES [1]) and a Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric 
Model (NICAM [2]) initialized with ALERA2 (AFES–LETKF 
experimental ensemble reanalysis 2 [3], where LETKF stands 
for the local ensemble transform Kalman filter [4]) and the 
global analysis of the Japan Meteorological Agency. The 
following three cases were studied:
1. Typhoon Yagi 2013,
2. Extreme precipitation event in Hiroshima on August 2014, 

and 
3. Blocking events in the Northern Hemisphere during 2010/11 

winter.

2. Forecasting tracks of Typhoon Yagi 2013
The track of Typhoon Yagi 2013 was not correctly forecast 

in the operational forecasts. Last year we found AFES runs had 
a systematic bias for tracking of the central position. This year, 
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we performed ensemble forecast experiments using two models 
with different horizontal resolutions based on AFES initialized 
with ALERA2 of the horizontal resolution of T119 (~100 km 
in grid scale). The resolutions of the two models were set to 
T119 and T239 (~50 km), respectively. Note that the vertical 
resolution was set to be 48 levels (up to ~3 hPa) in both models.

Figure 1 shows forecast typhoon tracks in the experiments 

Fig. 1 Typhoon tracks in ensemble experiments with (left) lower and 
(right) higher horizontal resolutions during 3-day forecast. Black 
lines with circles indicate tracks of all members, red with square 
tracks of the ensemble mean, and green with circle the best track 
produced by the Japan Meteorological Agency.
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with the two models. We can find that the tracks in the 
experiment with the higher resolution are closer to the best track 
based on satellite observations and have a broader spread than 
those in the experiment with the lower resolution. Thus, a higher 
horizontal resolution leads to a better forecast for the typhoon 
track in this case.

3. Ensemble forecast experiment for the extreme 
precipitation event in Hiroshima in August 2014
The extreme precipitation occurred in Hiroshima in August 

2014, which constituted the worst landslide disaster in the 
previous 30 years in Japan [5]. We demonstrated the ensemble 
forecast experiment using NICAM initialized with ensemble 
analysis data approximately 1 day before this event. The 
analysis data is comprised of the global analysis of the Japan 
Meteorological Agency with the perturbations from ALERA2 
(each ensemble member minus the ensemble mean). Some 
ensemble members can reproduce precipitation amounts close 
to the realistic value even in the global atmospheric model 
initialized with (re)analysis data, which imply that the potential 
of such extreme precipitation could be forecast with the 
ensemble forecasting approach.

4. Forecast experiments for the Northern Hemi-
sphere general circulation during 2010/11 winter
Predictability variations associated with blocking occurrence 

were investigated during a winter. We used AFES initialized 
with ALERA2. Forecast experiments were performed from 
12 UTC everyday during the 2010/11 winter (December to 
January).

Preliminary results indicate that the day-to-day variation of 
predictability in the Northern Hemisphere exists and periods 
of the higher predictability can be related to occurrence of the 
North Pacific blocking events.

More detailed investigations, omitted here, will be reported 
elsewhere. In addition to blocking, we plan to examine other 
atmospheric phenomena (disturbances), such as explosive 
extratropical cyclones, stratospheric sudden warmings, and so 
on.
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本研究では、大気海洋大循環モデル（AOGCM）MIROC4mを用いてさまざまな実験を行い、気候システムに対する知見
を多角的に検証した。最終氷期極大期（LGM）の AOGCM実験と大気大循環モデル（AGCM）を用いた感度実験の比較によっ
て、北大西洋の海面風速が氷期 -間氷期サイクルにおける大西洋子午面循環（AMOC）の強弱に強く影響していることが明
らかになった。大気 CO2倍増実験の結果を用いて 3次元氷床モデルを実行した結果、南極氷床の棚氷底面が海洋から受ける
熱によって起きる融解の重要性が示された。同じく CO2倍増実験の結果を用いて海洋生物化学モデルを用いた海洋温暖化実
験を行い、初期の 500年は海洋の成層化によって対流が停止するが、続く 500年で海洋中層の温暖化によって再び対流が起
きることがわかった。極域増幅により地球温暖化に先立って極域での温暖化が顕著になると考えられており、先に温暖化し
た極域から低緯度への影響を与える可能性がある。そこで、人為的に極域での温暖化を弱めた理想化実験を行った結果、南
北熱輸送と大気循環の変化を通じて熱帯の降水量に影響が有意にあることが明らかになった。

キーワード： 大気海洋大循環モデルMIROC, 古気候モデリング , 氷期間氷期サイクル , 極域増幅 ,南極氷床 , 温暖期

はじめに
本研究では、過去と将来を同一の大気海洋大循環モデ
ルプラットフォームで行い、様々な時空間スケールに気
候モデルを適用して多角的に検証研究することを通じて、
氷期サイクルや温暖期の過去から現在、将来に至る気候
変動の統一的な理解を目指す。研究内容と研究手法を以
下の 4つにわけて記す。（1）数万から十万年スケールの
氷期と間氷期の大気海洋循環の再現を目標として、境界
条件である氷床サイズと二酸化炭素などの温室効果ガス
濃度、軌道要素（離心率、近日点の位置、自転軸の傾き）
を何通りにも変えた大気海洋大循環モデルによる数値実
験を行う。（2）温暖期の南極では、氷床の融解が過小評
価されていた可能性が指摘されており、将来予測におけ
る不確実性が注目されているため、南極氷床の安定性に
おける氷床 -海洋相互作用を検討し過去と将来の南極気候
変動を調べる。（3）鮮新世などの地球史上の温暖期につ
いては、大気海洋結合モデル実験や氷床モデルを用いて
古気候データの解釈を行なって将来予測に示唆を与える。
（4）時代を問わず温度変化が他地域よりも顕著に大きく
なる北半球中・高緯度の変化について、いかに大気循環、
特にハドレー循環の変化を通して南半球低緯度の降水分
布にまで影響を与えるのかを調べる。シミュレーション
結果のエネルギー収支解析から示唆されてきた地球規模

の子午面テレコネクションを数値実験によって検証しそ
のメカニズムに迫る。

1.	 氷期間氷期サイクルに関する研究
大西洋子午面循環（AMOC）は南北熱輸送を通じて気
候形成に重要な役割を果たしており、過去にはその強度
が現在と異なっていたことが地質学的証拠から示されて
いる [1]。特に、北半球に氷床が存在する場合の AMOC
形成メカニズム解明は、氷期間氷期サイクルにおける
AMOC変動の理解に重要である。本研究では、大気大循
環モデルを用いて行った感度実験の結果を用いて大気海
洋大循環モデルで行った最終氷期実験の解釈を行った。
その結果、氷期に氷床が拡大した際の表層風の強化には
氷床地形によって励起された大気循環変化と海洋の相互
作用が重要であることがわかった（図 1）。氷床地形によっ
て励起された大気循環変化は海洋から大気に受け渡され
る熱フラックスを強化し、この熱フラックスの強化がさ
らに大気表層風を強化する様に働いていた（図 1c）。この
地表風の強化は AMOCを強化するように働いており [2]、
強い海洋熱フラックスを維持するように働く。従って、
氷床の拡大は北大西洋での地表風－海洋熱フラックス－
AMOCの結びつきを強化することが示唆された。
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2.	 南極氷床に関する研究
将来の温暖化に対する南極氷床の質量変化を考えると
き、氷床が海水と接する棚氷の底面における融解量の重
要性が近年指摘されている [3]。気候モデルでは棚氷の底
面融解は考慮されていないため、本研究では棚氷コンポー
ネントをとりいれた南半球領域海洋モデルとMIROC4m
を用いて、現在気候・氷期・CO2濃度倍増気候下におけ
る棚氷底面融解を計算し、気候変化に対する南極棚氷底
面融解の変化に寄与しているプロセスを調べた [4]。その
結果、温暖気候下では大気の気温上昇によって海氷生産
が減少し、大陸棚上の海洋の成層が強められることが、
南大洋の温暖な海水が棚氷に近づきやすくなって棚氷融
解の速度が上がることに対してもっとも重要であること
がわかった（図 2右）。また、南大洋水温そのものの上昇
だけでは棚氷融解速度の上昇が起きないことがわかった
（図 2左）。

3.	 温暖期に関する研究
地球温暖化に伴う海洋深層循環の変動は海洋の熱輸

送や物質循環に影響を与えるため重要である。昨年度は

MIROC3.2とオフライン海洋物質循環モデルを用い、南大
洋における深層水形成の応答が 1000年スケールの溶存酸
素濃度の変動に対し支配的なメカニズムであることを示
した。今年度はMIROC3.2で南大洋の深層循環を主に駆
動しているウェッデル海における深層対流の応答メカニ
ズムを調べた。温暖化実験の初期 500年では、降水量の増
加や海氷融解に伴い表層で著しく低塩化が進み、成層化
することで深層対流が停止する。この応答メカニズムは
CMIP5モデルでも報告されている [5]。一方、中深層の水
温が大西洋起源の水塊の移流により徐々に上昇すること
で成層が不安定化し、500年以降深層対流が再び形成され
ることが分かった。（図 3）去年度と今年度の結果を合わ
せた論文が Global Biogeochemical Cyclesに出版された [6]。

4.	 遠隔影響に関する研究
一般に、北半球と南半球の気温上昇コントラストや半

球間の異なる大きさの放射強制力は、大気のエネルギー
輸送の過不足を解消するために、ハドレー循環に変化を
生じることが知られている [7][8]。地球温暖化においても、
中高緯度は低緯度と比べて気温上昇が大きく、シグナルと

図 1 MIROC4m3.2を用いた (a)現代氷床実験、(b)氷床拡大実験での地表風 [m/s]と海面熱フラックス [W/m2]、(c)線形傾圧モデルに海
面からの熱フラックスに対する加熱を与えた場合の地表風 [m/s]と海面気圧 [hPa]の応答。
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しても低緯度よりも早期に現れる [9]。そのため、中高緯
度の温暖化が低緯度側に遠隔影響を与える可能性が指摘
されている [10]。しかし、将来の中高緯度の温暖化の影響
を熱帯の温暖化の影響から分離して、明確にこの遠隔影響
を示した研究はない。そこで本研究では、中高緯度の温暖
化が熱帯の降雨分布に与える影響について、ある程度理想
化された条件の下で北極の温暖化を抑制または増幅する
数値実験を行った。特に冬季において、降雨量が最大にな
る緯度（熱帯収束帯）の南北移動は 1～ 2度程度であるが、
降雨量の変化は緯度にして約 20度に渡る範囲で大きく見
られた。（図 4）この降水分布の変化は、主にハドレー循
環の変化によることが定量的に示された。そして、この
ハドレー循環は南半球低緯度から温暖化の顕著な北半球
への熱輸送を減少させる向きに変化していた。

謝辞など
本研究は JSPS科研費 JP25241005の助成を受けたもの

です。

図 4 北極温暖化増幅が熱帯の降雨分布に与える遠隔影響の例
（mm/day、12-2月平均）。右図は東西平均。海洋混合層モ
デルを用いた二酸化炭素倍増実験において、北半球のみ産
業革命前標準実験の海氷分布を与えた実験。

図 2 モデルで計算された棚氷底面融解速度の分布（上）と、西南極 Amundsen Sea Sector（上図の○で示される海域）における海洋水
温（カラー）・密度（等値線）の断面図（下）。右図が CO2濃度倍増気候実験で、左図が大気条件だけを現在気候、それ以外の条
件を CO2濃度倍増気候にした実験の結果を示し、大気条件の違いによって、南極から沖合にある温暖な水が大陸棚上に流れ込ん
で大きな棚氷融解を起こしていることがわかる。
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図 3 ウェッデル海における深層対流の成層化と対流の回復。4× CO2実験で 1000-2000年において深層対流域が発達した場所（9月
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100

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

文献
[1] E. Böhm, J. Lippold, M. Gutjahr, M. Frank, P. Blaser, 

B. Antz, J. Fohlmeister, N. Frank, M. B. Andersen and 
M. Deininger, “Strong and deep Atlantic meridional 
overturning circulation during the last glacial cycle.” 
Nature, 517, 73-76, 2015.

[2] Sherriff-Tadano, S., A. Abe-Ouch, M. Yoshimori, A. Oka 
and W.-L. Chan, “Influence of glacial ice sheets on the 
Atlantic meridional overturning circulation through surface 
wind change under glacial climate”, in revision.

[3] “Sea Level Change.” In: Climate change 2013: The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change.

[4] Obase, T., A. Abe-Ouchi, K. Kusahara, H. Hasumi, and 
R. Ohgaito, “Response of basal melting in Antarctic ice 
shelves to climatic forcing under the last glacial maximum 
and CO2 doubling climates”, in revision.

[5] de Lavergne, C., J. Palter, E. Galbraith, R. Bernardello, 
and I. Marinov, “Cessation of deep convection in the open 
Southern Ocean under anthropogenic climate change” 
Nature Climate Change, 4, 278-282, 2014.

[6] Yamamoto, A., A. Abe-Ouchi, M. Shigemitsu, A. Oka, 
K. Takahashi, R. Ohgaito, and Y. Yamanaka, “Global 
deep ocean oxygenation by enhanced ventilation in the 
Southern Ocean under long-term global warming” Global 
Biogeochem. Cycles, 29, 2015.

[7] Yoshimori, M. and A. J. Broccoli, “Equilibrium response 
of an Atmosphere-mixed layer ocean model to different 
radiative forcing agents: global and zonal mean response.” 
Journal of Climate, 21(17), 4399-4423, 2008.

[8] Yoshimori, M. and A. J. Broccoli, “On the link between 
Hadley circulation changes and radiative feedback 
processes.” Geophysical Research Letters, 48, L20703, 
2009.

[9] Laîné, A., M. Yoshimori, and A. Abe-Ouchi, “Surface 
Arctic amplification factors in CMIP5 models: land and 
oceanic surfaces, seasonality.” Journal of Climate, 29, 
3297-3316, 2016.

[10] Frierson, D. M. W., and Y. T. Hwang, “Extratropical 
influence on ITCZ shifts in slab ocean simulations of global 
warming.” Journal of Climate, 25, 720-733, 2012.



101

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ公募課題  – Earth Simulator Proposed Research Project –

1. AMOC in glacial-interglacial cycle
The Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) 

plays an important role in the formation and the maintenance 
of the climate through its impact on meridional heat transport. 
Several reconstruction studies have shown that the AMOC 
underwent several changes over the past glacial-interglacial 
period [1].  In order to interpret the cause of the variability of 
the AMOC over the past glacial-interglacial period, it is very 
important to assess the impact of glacial ice sheet on the AMOC 
and its mechanism. In this study, we have conducted several 
sensitivity experiments using an atmospheric general circulation 
model to interpret the results of last glacial climate simulations 
performed with the coupled model MIROC. We find that the 
glacial ice sheet intensifies the surface wind by strengthening 
the atmosphere-ocean interaction at the North Atlantic mid-
high latitudes (Fig. 1). The wind perturbed by the glacial ice 
sheet topography intensifies the oceanic surface heat flux, and 
this in turn further intensifies the surface wind (Fig. 1c). The 
strengthening of the surface wind also intensifies the AMOC [2], 
which plays an important role in maintaining the strong surface 
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oceanic heat flux. Therefore, these results suggest that the 
expansion of the glacial ice sheet strengthens the relationship 
between surface wind, oceanic heat flux and the AMOC.

2. Response of Antarctic ice sheet to climate change
Basal melting of the Antarctic ice shelves is an important factor 

in the mass balance and retreat of the Antarctic ice sheet [3]. Basal 
melting of Antarctic ice shelves in the Last Glacial Maximum, 
along with equilibrated doubled CO2 climate are simulated with 
a circumpolar ocean model capable of resolving Antarctic ice 
shelf cavities [4]. The ocean model is forced by outputs from 
MIROC4m (AOGCM) experiments. The results show that under 
a warmer climate such as that of doubled CO2 sea ice production 
along the Antarctic coast decreases as a result of warmer 
atmospheric conditions. This reduction in sea ice production is 
essential for the increase in basal melting because cold and dense 
water above the continental shelf prevents intrusion of warm 
subsurface water onto continental shelves (Fig. 2, right panel). 
Warming in the subsurface Southern Ocean alone cannot account 
for the increase in the basal melt rate (Fig. 2, left panel).
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3. Ocean convection in a warm climate
Changes in deep ocean circulation due to global warming 

have a large influence on oceanic heat transport and ocean 
biogeochemical cycles. In the previous fiscal year, we 
demonstrated that the change in Antarctic Bottom Water 
(AABW) could be the dominant mechanism behind changes in 
millennial-scale oxygen concentration, using MIROC3.2 and an 
offl ine biogeochemical model. In this fi scal year, we investigate 
the response of deep convection in the Weddell Sea, which is 
the main mechanism of AABW formation in the model. During 
the first 500 years, enhanced freshwater input resulting from 
increases in precipitation and sea ice melt decreases salinity 
more rapidly near the surface than in the deep ocean, and the 
resulting enhanced stratifi cation prevents deep convection. This 
response is also reported in CMIP5 models [5]. After 500 years, 
instability in the stratifi cation due to deep ocean warming leads 
to a resumption in deep convection (Fig. 3). These results have 
been published in Global Biogeochemical Cycles [6].

4. Teleconnection from high latitudes
Warming at mid and high latitudes is greater and occurs 

earlier compared to low latitudes in ongoing global warming. 
It is suggested that mid and high latitude warming affects the 
low latitude via a teleconnection mechanism [7,8,9,10]. In our 
current study, the effect of mid-high latitude warming on the 
tropical precipitation is investigated by conducting numerical 
experiments under slightly idealized conditions: the Arctic 
warming is artifi cially suppressed or amplifi ed and the response 
of the tropical precipitation belt to those changes is isolated. The 
results show that the meridional migration of the intertropical 
convergence zone, the latitude of the maximum rain belt in 
the tropics, is only about 1 to 2 degrees. Large changes in the 
precipitation are, however, simulated across a latitudinal zone 
as wide as 20 degrees (Fig. 4). It was quantitatively shown that 
this precipitation change is due to the change in the Hadley 
circulation in such a way that meridional heat transport from the 
Southern Hemisphere low latitudes to the Northern Hemisphere, 
where the large warming occurs, is reduced.

Fig. 1 Surface wind [m/s] and oceanic surface heat flux [W/m2] simulated in the coupled model MIROC. (a) Modern ice sheet experiment and 
(b) glacial ice sheet experiment. (c) Response of surface atmospheric wind (arrows, m/s) and sea level pressure (colour, hPa) to shallow heat 
forcing simulated in a linear baroclinic model.
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Fig. 4 An example showing the effect of Arctic warming amplifi cation 
on the tropical precipitation via teleconnection (mm/day, 
December-January-February average). The panel on the right 
indicates the zonal average. In this sensitivity experiment, 
doubled atmospheric CO2 concentration is applied but Northern 
Hemisphere sea ice distribution from the preindustrial control 
simulation is prescribed.

Fig. 2 Spatial distribution of the basal melt rate of ice shelves (top panel) and ocean temperature (color) and density (contour) transect of the 
Amundsen Sea Sector (bottom panel) are displayed in this fi gure. The left panel shows the result of 2xCO2 sensitivity experiment with present-
day atmospheric conditions, and the right panel shows the result of the 2xCO2 experiment. Differences in the atmospheric conditions enable 
warm deep water off the continental shelf break to fl ow onto the Antarctic continental shelves.

Fig. 3 Stratification and recovery of deep convection in the Weddell Sea. Time series of September (a) potential temperature, (b) salinity, and 
(c) density for the surface 100 m (black), 300 m depth (purple), 500 m depth (blue), 1000 m depth (green), and 2000 m depth (red) in the 
convection area where the September mixed layer depth is more than 2000 m in the last 1000 years of the 4×CO2 experiment.
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本研究では、我々が開発した次世代空力シミュレーションシステムの産業界での普及・促進を目指して、自動車周り
空気流れ構造の解明による空気抵抗・高速走行安定性の両面の最適化手法を構築することを目的としている。本稿では、
実車詳細形状を再現した大規模 LESにより、車体周りの特徴的な流れ構造と非定常挙動を厳密に再現し、流れが車体に
与える空気力の非定常特性に着目してそのメカニズム解明を試みた実例として、タイヤ肩部の局所的かつ微細な形状変
化が車両全体の空力性能に及ぼす影響について着目した解析と、揚力の非定常特性に着目した解析の結果を示す。いず
れも要素数が大きく、長時間の解析を必要としたケースであり、高速・高性能なスーパーコンピュータによる大規模な
解析が求められた。今回得られた結果から、大規模並列計算の高速処理が可能である地球シミュレータを用いた数値計
算は、今後世界をリードする自動車空力性能の最適化手法を提案するうえで多大な影響力を持つものだと言える。さら
に産学連携で本課題を進めることにより、我が国の基幹産業である自動車産業の国際競争力強化に大きく貢献すること
が出来ると期待される。

キーワード： 大規模LES, 自動車非定常空力解析

1.	 背景
自動車開発において、燃費向上のための空気抵抗低減
は商品力の向上、社会的な要請の両面から、各自動車メー
カに課された重要な課題となっている。近年、空気抵抗
低減のための研究の中で、横風や車両運動に伴う流れ構
造の変化によって空気抵抗が変化し、運動性能や走行安
定性にも影響を及ぼしている可能性が指摘されている。
このような現象のメカニズム解明による抵抗低減・走行
安定技術の向上が期待されるが、従来の実験的計測手法
では詳細な流れ構造の把握が困難であった。数値解析に
よる詳細な流れ構造の把握は、メカニズム解明に有用と
思われる一方、実車の詳細形状を再現した数十億要素規
模の大規模数値解析は各自動車メーカ所有のスーパーコ
ンピュータではいまだ実現困難となっている。そこで、
本研究では自動車まわり空気流れの最適化手法構築を目
的とし、自動車の詳細形状と実走行環境を再現した大規
模 Large-Eddy Simulation（LES）を行う。これにより、車
体周りの特徴的な流れ構造とその非定常挙動を再現する
ことで、自動車に作用する非定常空力特性に着目してメ
カニズム解明を目指す。特に、地球シミュレータを用い
た解析では、自動車メーカ所有のスーパーコンピュータ
で実行可能な計算規模を想定し、産業界への普及を図る
ための実証解析を行う。

 

2.	 解析手法
本研究では非圧縮性流体を仮定し、節点中心有限体積
法により離散化した Navier-Stokes方程式を解いている。
乱流モデルとして LESを採用し、サブグリッドスケール

の乱流モデルとして Smagorinskyによる渦粘性型モデルを
用いている。モデル定数 Csは 0.15とし、壁面近傍では
van-Driest型のダンピング関数を用いて、渦粘性を減衰さ
せている。また、壁面では計算コストの面から、境界層
の解像に十分な格子を配置できないため、速度境界条件
として Spalding-lawに基づく壁法則を適用し、壁面摩擦を
境界条件として与えている。
解析領域は非構造格子によって離散化した。解析スキー
ムとして、空間離散化には 2次精度中心差分法を用い、
対流項については中心差分に 1次もくしは 3次精度の風
上差分をブレンドすることで、非構造格子の非直交性に
起因する数値振動の抑制を図っている。時間積分法とし
ては Euler陰解法を用いている。速度と圧力のカップリン
グには SMAC法を採用し、圧力ポアソン方程式の解法に
は ICCG法を、その他行列解法には BiCGSTAB法を用い
ている。
解析コードとしてはオープンソースソフトウェア

FrontFlow/redを大規模自動者空力解析用に最適化した
FrontFlow/red-Aero-HPCを用いた。なお、地球シミュレー
タで計測した並列化率は 99.6%、ベクトル化率は 95.6%
である。

3.	 タイヤ詳細形状解析
本解析では、空気抵抗低減を目的とし、タイヤの接地

箇所近傍におけるたわみ変形が自動車周りの流れ場に与
える影響を LESにより予測した。タイヤを含めた自動車
足周り部分が車両全体の空力特性に与える影響は大きく、
近年それらの最適化による空気抵抗低減への取り組みが



106

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

注目を浴びている [1]。しかしながら走行中の自動車は、
タイヤの回転影響や自動車とは相対的に移動する床面の
影響により足周りに複雑な流れ場を形成しており、最適
化には大規模な数値シミュレーションによる詳細な解析
が必要とされた。
エンジンルームや床下機器形状といった詳細形状が再
現された詳細自動車モデル（図 1）を解析対象とし、たわ
み変形の有無のみが異なる 2種のタイヤを搭載した場合
に、定常空気力にどのような差異が生じるか調べた。詳
細な形状再現性が求められるタイヤは、水平方向解像度
を 1.5mm～ 4mm程度、垂直方向解像度を 0.5mmに設定し、
車両においては表面解像度を 4mm～ 16mm程度とし、総
要素数は 5500万要素程度となった。車速は 100km/hを想
定し、直進状態での解析を行った。
図 2に、左フロントタイヤ近傍の総圧分布を示す。た

わみ変形の有無によってタイヤ表面からの剥離位置が異
なり、それに伴い圧力欠損の差が生じている様子が見ら
れる。また、フロントタイヤ近傍の流れ性状の違いは車
両床下の流量や流線分布にも影響が及んでいることも確
認できた。車両全体にかかる空気抵抗係数値は、たわみ
変形がつくことでおよそ 8.6％上昇したことから、 微細な
形状の再現性が、空気抵抗予測精度に大きく影響するこ
とが明らかになった。

4.	 セダン形状車体の揚力変動解析
本解析では、揚力の時間的な変動に着目した計算を行
い、動的な流れ構造を抽出するポスト処理に関する研究
を行った。揚力の時間変動に影響を与える非定常な流れ
構造を抽出し、更にその発生個所を特定し、特にサスペ
ンションの共振につながる流れ構造を取り除くことは、
自動車の乗り心地改善につながる。自動車床下流れの低
周波振動を捉えるために、大規模かつ長時間の数値シミュ
レーションが必要となり、高性能・高速なスーパーコン
ピュータでの解析が求められた。
自動車のサスペンション系の固有周波数 1～ 2Hzに近
く、共振を生じる可能性がある比較的低周波の揚力変動
と、その原因となる流れ構造を、固有直交分解（POD）
や動的モード分解（DMD）によって抽出することを試み
た。低周波変動の現象を捉えるため、従来の定常空力予
測に要する実時間の 10倍以上である 20秒間の解析を実
施した。なお、汎用的な PCクラスタを用いて同様の計算
を実行すると 1500時間程度要するのに対し、地球シミュ
レータを用いた際は同じ CPU数でも 500時間程度で計算
が終了した。
解析対象は、エンジンルームや床下機器形状といった詳
細形状を再現したセダン型車両（図 3）である。解析対象
の表面解像度は 4mm～ 20mm程度とし総要素数は 4,500
万要素程度である。車速は 140km/hを想定し、直進状態で

図 1 解析対象。

たわみ変形なし たわみ変形あり

図 2　フロントタイヤ近傍総圧分布。
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の解析を行った。まず、図 4に 20秒間の揚力の時間変化
に対して、FFTを適用した結果を示す。0.3Hzや 2Hz近傍
にピークが見られる。続いて、解析領域内全節点の圧力に
対して、DMD解析を適用し、FFTでピーク生じた周波数
に対応するモード分布を可視化することで、揚力変動の発
生箇所を検討した（図 5）。結果として、床下中央部にモー
ド振幅が大きな領域が見られ、床下流れが揚力の低周波変
動に寄与していることを特定した。なお、本研究は富士重
工業株式会社との共同研究として行われた。

謝辞
本研究は科研費基盤研究（B）No. 26289033の一部とし

て行われた。また、解析ソフトウェアの開発は文部科学
省「HPCI戦略プログラム」　分野 4次世代ものづくりの
支援によって行われた。ここに記して謝意を表する。

文献
[1] 農沢隆秀，岡田義浩，大平洋樹，岡本哲，中村貴樹，“自
動車の空気抵抗を増大させる車体周りの流れ構造”日
本機械学会論文集B編 75(757)，1807-1813，2009年 9月 .

図 3　解析対象。

図 4　揚力の振幅スペクトル。 図 5　0.3Hzおよび 2.1Hzのモード分布。
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1. Background 
Aerodynamic development of road vehicles for improvement 

of the fuel effi ciency is one of the most important characteristics. 
Recently studies about reducing the aerodynamic drag indicated 
that the cross wind or change of flow structures that arise 
from vehicle motion might change the aerodynamic drag, and 
infl uence the dynamic performance or the running stability. In 
this study, the detailed vehicle geometry was reconstructed and 
the real running condition was reproduced in order to develop 
an aerodynamic optimization method for the fl ow fi eld around 
vehicles. Under these conditions, several large scale LES, were 
conducted and the unsteady aerodynamic performance was 
focused on.

2. Numerical method
The governing equations of LES are given by discretized 

by vertex-centered fi nite volume method for an incompressible 
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The main purpose of this research was developing an optimization method for both the aerodynamic drag and stability during 
high speed operation, by clarifying the fl ow fi eld around vehicles. In this paper, two examples are described, which are specifi cally 
focused on reconstructing typical fl ow fi elds around vehicles and unsteady behavior by using detailed models of real vehicle in large 
scale LES. Both of them had large elements and required many calculation steps, so a high performance supercomputer was needed 
to reconstruct the fl ow fi eld in high accuracy. From the results which were obtained in this study, we can say that the numerical 
simulations which were conducted on the Earth Simulator have a great infl uence in suggesting the vehicle aerodynamic optimization 
method which will lead the world.  
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Newtonian fluid. SGS eddy viscosity is used which was 
modeled by Smagorinsky with constant Cs set to 0.15, and the 
wall damping function to express the asymptotic behavior of an 
SGS eddy viscosity near the wall, which was created by van-
Driest.

3. Detailed tyre geometry simulation
In this case, LES were conducted to estimate the influence 

of tyre deformation near the ground on the fl ow fi eld around the 
vehicle. In this simulation a detailed vehicle model (Fig. 1) was 
used, and the fl ow fi eld differences of the two types of tyres, a 
non-deformed tyre and a deformed tyre, were investigated. There 
were fl ow separation point differences on the front tyre surface 
near the ground region, and total pressure distribution differences 
were also observed (Fig. 2). These fl ow characteristics near the 
front tyre infl uenced downstream fl ow, such as the fl ow volume 
under the vehicle or the fl ow stream line distributions, and the 

Fig. 1  Vehicle model.

deformed non-deformed

Fig. 2  Total pressure distribution near the front tyre.
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aerodynamic drag was increased by 8.6 % because of the tyre 
deformation. The minute geometric reproducibility of the model 
made a big difference in aerodynamic force estimation.

4. Lift force fl uctuation simulation of a sedan type 
vehicle
In this case, time fluctuation of the lift force was focused 

on, and a post-processing method which extracts the dynamic 
fl ow structures was developed. In order to extract relatively low 
frequency lift fl uctuations which can activate the resonance of 
the vehicle suspension system, and to specify the fl ow structure 
which induces the fluctuation, POD or DMD were applied to 
the simulation results. A simulation lasting more than 10 times 
longer (physical time) was conducted to comprehend the low 
frequency fluctuation. A detailed sedan type vehicle model 
(Fig. 3) was used for this simulation. There are peaks near in 
0.3 Hz or 2 Hz in Fig. 4, a result which was obtained from FFT 
which was applied to the time fl uctuation of the lift force. Then, 
DMD was applied to pressure, which is a physical quantity of 
all nodes in the calculation region, and the mode distributions 
which were corresponding to the peaks in FFT result in order to 
examine the source of the lift fl uctuation were visualized (Fig. 5). 
There is a region where the mode vibration amplitude was 
large, and the underfl oor fl ow was specifi ed to infl uence the low 
frequency fl uctuation of the lift force.
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Fig. 3  Vehicle model.

Fig. 4  Amplitude spectrum of the lift force.

Fig. 5  Mode distributions in 0.3 Hz, 2.1 Hz.
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自然と工学の多くの分野における乱流は、自由の巨大な程度に非線形システムである。巨大自由度を有する複雑な乱
流現象の予測技術を向上させるためには、乱流の物理的および数学的な理解に基づいて、応用問題を考慮することが不
可欠である。このプロジェクトでは、地球シミュレータを使用することによって、乱流の標準的な問題の大規模直接数
値シミュレーション（DNS）を実行し、高レイノルズ数乱流データベースと知識を共有して、複雑な環境流動現象の大
規模 LESを行った。2015年度には、基礎分野において、高レイノルズ数壁乱流における渦の組織構造を理解するために、
我々は、チャネル乱流と乱流境界層の DNSデータベースの可視化と解析を行った。また、応用分野では、環境問題に関
連する流動現象の一連の大規模 LESを行った。特に、我々は詳細に臨界レイノルズ数における円柱背後の三次元流れ構
造の数値解析を実施した。その結果、高レイノルズ数壁乱流では対数速度領域において流れ方向の速度の急激な変化を
伴う層状の渦組織構造があることを発見した。また、円柱背後の流れ解析では、円柱の片サイドではスパン方向の至る
所で、剥離・乱流遷移・再付着が発生し、逆サイドでは層流状態が生じる現象が確認できた。

キーワード： 高レイノルズ数乱流 , 大規模直接数値計算 , 渦組織構造 , 乱流境界層 , LES, 都市型乱流境界層

1. 平行平板間乱流と乱流境界層のDNSデータ解析
平行平板間乱流（TCF） [1]と乱流境界層（TBL） [2]の
直接数値計算（DNS）データが 3つの異なるタイプの薄
い剪断層、すなわち、乱流境界層の乱流・非乱流界面（T/
NT）、乱流境界層内部の剪断層（T/T）、および　緩和層の
内部の壁近傍の剪断層（T/W）、の性質を調べるために使
われた。TCFデータは、対数速度分布領域中の壁からの
距離 y+ = O (1000)において、流れ方向の速度に大きなジャ
ンプを伴う、層状の渦の組織構造が観察されることを示
した。乱流境界層の DNSデータ解析により、適当に規格
化した渦度を用いることにより、乱流境界層の T/NTと T/
Wの場所が定義できることが分かった。その解析の結果、
乱流境界層外側の縁にある T/NTの平均的な高さは 0.8δ（δ
は境界層厚さ）であり、一方、T/Wの平均的な高さは壁
単位で 10のオーダーであった。TBLデータの解析 [2]は、
テイラー長のオーダーの厚さをもつ T/NT遷移領域はその
外側の縁にコルモゴロフ長でスケールする渦あり /渦なし
遷移層（スーパーレイヤー）を有することを示している。
TBLデータの解析は、T/Wにおける速度変動の非相関は
T/NT界面における非相関より強いことを示した。

2. 大規模 LES 解析の大気に関わる環境・減災問題
への展開
円柱状の構造物は、周囲の流れが乱流遷移状態となる
が、その状態の風の作用力が正確に把握されている訳で
はない。表面を粗くするなどして乱流遷移を早めて風洞
実験により、擬似的に作用力が見積もられている。ここ
では、より直接的に再現したモデルを用いて円柱構造物
へ作用する風力が解析された。以下にその結果を示す。

高解像度格子を用いた臨界レイノルズ数域における円
柱まわり流れの LES解析を実施した。これまでの解析 [3]
と比べて、スパン方向の解析領域を 4倍とし、長さ 8D
（D:円柱直径）約 9億点の格子を採用した。その結果、ス
パン方向に 8Dの長い円柱モデルにおいても、円柱の片サ
イドではスパン方向の至る所で、剥離・乱流遷移・再付
着が発生し、逆サイドでは層流状態が生じる現象が確認
された（図 1）。すなわち、乱流遷移するサイドはスパン
方向に入れ替わることはなく、同じサイドであり、また、
時間的にも維持されている。
臨界域における、片サイドで生じる乱流遷移現象は、

流れが斜めに剥離・再付着し、循環域がスパン方向に大
きく歪んだ性状（円柱直径の 1/4～ 1/3程度の長さスケー
ル）を示すことを、これまで明らかにしてきた [3]。本解
析により、その要因となる曲面上を発達する境界層の不
安定性に起因する流れ方向に軸をもつ縦渦構造がスパン
方向に繰り返して確認される（図 2）。
一方、これまで臨界域における円柱の非対称流れ発生時
の後流構造や変動揚力の特性に関しては明らかとはなって
いない。スパン方向の長さを長くした本解析により、乱流

図 1　円柱表面の瞬間圧力分布。
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遷移し斜めに強く巻き込んだ後流渦がスパン方向に大きく
ずれる現象が明瞭に確認され（図 3）、乱流遷移サイドの
局所的な後流渦の巻き込みは周期的な局所揚力変動をもた
らす。ただし、スパン方向に巻き込みのタイミングが異な
るため、トータルの揚力変動は小さくなる（図 4）。
さらに、隅角部に丸みを与えた二次元角柱を一様流中
に設置し、LES解析を実施した（図 5、6）。レイノルズ数
が臨界領域を超えると、円柱同様、抗力の低減が確認さ
れた。隅角部の丸みから剥がれた流れは直後に再付着し、
小さい separation bubbleを形成している。その後、側面に
沿って乱流境界層を発達させ、後方の隅角部から再度剥
がれ、後方に渦を放出している。後方での渦のスケールは、
亜臨界の場合に比べて小さい。
また、大気乱流境界層の特性およびその内部に発生し
た組織的縦渦の挙動に関する LES解析を行った（図 7）。
熱的安定度と大気境界層乱流を考慮し、航空機の後方に
発生した乱気流渦の滑走路付近における減衰挙動を把握
するため、中立境界層、安定境界層、対流境界層を対象に、
運動方程式に外力項を導入することで固体表面付近に後

方乱気流を模した強い渦対を設定した。その結果、安定
度によって異なる渦対の減衰機構を調べた。対流境界層
には強い乱れが随所で渦の減衰を速める機構があり、安
定境界層では乱れが少ないために減衰が遅く、さらに地
表面でできる局所的な境界層が剥離して渦を包み込むた
めに減衰が緩やかに進むことを明らかにした。

図 4　揚力係数と断面揚力係数の時間変化。

図 3　瞬間圧力等値面。

図 2　渦度等値面。

 Re=2.2e4 Re=1.0e6

図 5　流速絶対値の瞬間分布（角に丸みを有する角柱）。
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図 6　瞬間圧力分布（角に丸みを有する角柱、Re=106）。

図 7　対流境界層中の縦渦の挙動。
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1. DNS data analysis of Turbulent boundary Layer 
and Turbulent Channel Flow
DNS data of turbulent channel flow (TCF) [1] and turbulent 

boundary layer (TBL) [2] are used to study the properties of 
three different types of thin shear layers; at the outer edge (T/
NT), in the interior (T/T) and within the buffer layer near the 
wall (T/W). The TCF data shows that sharp vortical cluster 
layers with big streamwise velocity jumps are observed at y+ = 
O (1000) in the log-law region. By an appropriate thresholding 
based on normalized vorticity, we can define the locations of T/
NT and T/W layers of the TBL. The average height of the T/NT 
outer interfaces is 0.8δ (δ is boundary layer thickness) while that 
of the T/W interface is of the order of 10 wall units. Analysis of 
the TBL data[2] has shown that the T/NT transient region with 
thickness of the order of the Taylor-micro scale has rotational/
irrotational transient superlayer that scales with the Kolmogorov 
length at the outer edge. The TBL data shows that decorrelation 
of velocity fluctuation is stronger at the T/W interface than at 
the T/NT interface.

2. Application of LES of Turbulent Flows to Urban 
Environmental and Strong Wind Disaster 
Problems
In this research, we carried out LES analysis of the flow 

around a circular cylinder in the critical Reynolds number 
using the large-scale domain and the high-resolution mesh. 
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Turbulence in many fields of nature and engineering is a non-linear system with huge degree of freedom. To improve prediction 
technologies of complex turbulence phenomena of huge degree of freedom, it is essential to consider application problems on 
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The domain size in the span-wise direction is set to 8D (D: 
diameter of a circular cylinder), which is 4 times of our previous 
computations. The total grid points are approximately 900 
million. As a result, it was revealed that the flow separation, 
turbulence transition, and reattachment occur on only same 
side, even in the case using long domain size 8D in the span-
wise direction. Namely, the separation bubbles are formed 
everywhere in the span direction 8D on the one side of the 
cylinder, while a laminar flow state is maintained on the other 
side. The side that the flow transits to turbulence is always same 
and is not changed in the span-wise direction. 

In contrast to the previous computations [3], The present 
computations clearly show the strong and slant vortices are 
formed in the wake affected by the span-wise wavy separation 
bubble. Furthermore, it is clarified that the locations of the vortex 
formation widely vary in the span-wise direction. Consequently, 
the local lift forces are largely fluctuating associated with strong 
vortex formation. On the other hand, the fluctuation of the 
total lift becomes small because of the different timing of the 
vortex formation in the span-wise direction. We also carried 
out the flow around the square cylinder with rounded corners in 
uniform flow. The Reynolds number effects actually exist and 
at Reynolds number equal to 106 we can recognize the attached 
flow on the side surface of cylinder. Very small separation 
bubbles are formed after the rounded corners. The separating 
flows become turbulent and range in the critical regime. The 
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vortices in the wake have the small size compared to ones in the 
subcritical regime at Reynolds number equal to 2.2 x 104.  
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季節平均した大気循環変動の潜在的予測可能性への熱帯や中緯度の海面水温変動からの寄与の定量的評価のため、従
来の研究よりも高い解像度の海面水温観測データを境界条件として与えた大気大循環モデルのアンサンブル実験を行っ
た。その海面水温分布は衛星観測に基づく 32年分で、（1）全球で年々変動あり、（2）（1）と同様だが中高緯度で南北方
向に平滑化、（3）中高緯度は気候値固定で熱帯のみ変動あり、（4）熱帯は気候値固定で中高緯度のみ変動ありの４種類
である。各水温分布につき 10メンバーのアンサンブル実験を実施した。従来の研究では、エルニーニョ・南方振動など
熱帯海洋変動からの遠隔影響が中緯度北太平洋域の大気循環変動の予測可能性に寄与することが示されていた。本研究
では、特に北西太平洋で中緯度の海洋変動が熱帯海洋変動と同等に寄与し得ることが初めて示された。また、中緯度海
洋前線に伴う水温勾配を平滑化した実験で北太平洋域での予測可能性が減少したことから、海洋前線の大気循環変動へ
の影響が明らかにされた。さらに、大気循環の潜在的予測可能性への中緯度海洋変動からの寄与を評価する際には、高
い解像度の海面水温データを与えた数値実験が必要であることも示した。

キーワード： 高中緯度大気海洋結合 , 予測可能性 , アンサンブル実験 , 大気大循環モデル , エルニーニョ・南方振動 , 
 中緯度海洋前線帯

1.	 はじめに
温室効果気体の増加に伴う気候変化やそれに伴う極端
な異常気象の発現が世界各地で顕在化しつつある。その
一方、大気・海洋は内包する様々な過程の多階層相互作
用に伴って常に変動して、（自然）気候変動と付随する天
候異常をもたらしている。防災・減災のために世界各地
の季節予報の可能性を評価するには、各地で観測される
月・季節平均の大気循環偏差（平年値からの揺らぎ）が
海面水温や海氷分布の変動への応答としてどの程度説明
され得るかを評価する必要がある。その重要な指標とし
て「潜在的予測可能性（potential predictability）」がある。
これは、大気に比べてゆっくりと変動する海面水温や海
氷分布の偏差が仮に完全に把握できたとしたときに、そ
れに対する大気応答が全変動に占める割合であり、観測
された海面水温と海氷分布を下方境界条件として与えて
大気大循環モデル（AGCM: Atmospheric General Circulation 
Model）によるアンサンブル積分を行う“AMIP（Atmospheric 
Model Intercomparison Project）実験”から評価できる。こ
の際、アンサンブル平均場の年々変動は水温（海氷）変
動に対する大気応答として潜在的に予測可能な「強制応
答」成分、その平均の周りのメンバー間のばらつきは、
季節予測の困難な「内部変動」成分と見做せる。潜在的
予測可能性が低い地域では、強制応答成分の変動に比べ
内部変動による揺らぎが卓越するため、予測の S/N比が
低く、数値的季節予報が難しいと考えられる。従来の研
究では（例えば、Zheng et al. 2000 [1]）、水温偏差に対し

て積雲対流活動が敏感に応答する熱帯域では、エルニー
ニョ・南方振動（ENSO）など大気海洋結合変動が卓越し
て潜在的予測可能性が高く、かつその影響が ｢大気の架
け橋｣ を介して及ぶ中緯度太平洋域でもやや高いが、そ
の他の中高緯度域では潜在的予測可能性が著しく低いこ
とが示されている。
しかし、従来の評価に使用された海面水温データは現
場観測に基づくために解像度が低く、また AGCMの解像
度も低かったため、大気へ膨大な熱・水蒸気を集中的に
供給する西岸境界流やそれに伴う水温前線帯の影響が正
しく表現されていなかった。近年、本課題に関わる研究
グループは、中緯度の水温前線帯の変動が大気循環偏差
を強制し得ることを、AFESを用いた AGCM実験（Okajima 
et al. 2014 [2]）や大気海洋結合モデル CFESの長期積分の
解析（Taguchi et al. 2012 [3]）から見出した。このような
知見に基づき、本課題では従来の評価よりも高解像の大
気大循環モデル（AFES）を用い、過去 32年蓄積された
衛星観測による高分解能の海面水温で駆動するアンサン
ブル実験に基づき、中緯度大気場の潜在的予測可能性を
再評価することを目的とする。さらに、我々が提示した
中緯度前線帯がストームトラックやジェット気流に与え
る影響により、「大気の架け橋」を介した熱帯の変動の中
緯度への遠隔影響が被る変調が潜在的予測可能性に及ぼ
す影響も評価する。
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2.	 数値実験
アンサンブル実験には AFES中解像度版（T119：水平

解像度 100km相当、鉛直 56層）を用いた。下方境界条件
として衛星観測による OISSTデータを 32年分与えた。こ
のデータの解像度は 0.25°で、この実験により海面水温前
線帯から大気循環への強制が捉えられている。参照実験
は全球に OISSTを与えた「Global Ocean-Global Atmosphere
（GOGA）実験」であり、それに加えて前述の数種の感
度実験を実施した。一つは熱帯（20°N～ 20°S）のみに
OISST観測値（年々変動あり）、中高緯度域にその気候値
（年々変動なし）をそれぞれ与える「Tropical Ocean-Global 
Atmosphere（TOGA実験）」、もう一つは逆に中高緯度域に
はOISST観測値、熱帯域のみに気候値を与える「Midlatitude 
Ocean-Global Atmosphere（MOGA）実験」である。さらに、
GOGA実験において中高緯度域のみ南北水温勾配を人為
的に平滑化させた「中緯度海面水温平滑化実験」も実施
した。また、平滑化領域を北太平洋、北大西洋に限定し
た実験も実施している。平成 27年度にはこれら 6種につ
いてそれぞれ 10メンバーの積分が完了している。来年度
以降さらにメンバー数を増加させる予定である。各実験
のアンサンブル平均の経年変動分散と GOGA実験の全ア
ンサンブルメンバーの経年変動分散の比として潜在的予
測可能性を評価した。対象としたのは各地の天候に密接
に関わる対流圏下層 850hPaの気温変動である。

3.	 結果
以下、北太平洋中緯度にて大気の内部変動や熱帯から
の遠隔影響が顕著な北半球冬季（12～ 2月）の季節平均
場の潜在的予測可能性に関する結果を紹介する。まず、
GOGA実験の気候場において、対流圏上層・下層の偏西

風や各海盆のストームトラック活動、さらには降水量分
布もかなり良く再現されていることを確認した（図略）。
図１には、4種の AFESアンサンブル実験に基づく冬季

平均の 850hPa気温の変動について潜在的予測可能性の評
価を示す。熱帯では季節平均の大気変動が海洋変動と強
く結合するため、予測可能性はMOGA実験を除き概ね 0.8
超で非常に高い。対照的に、緯度 20°より極側の亜熱帯・
中高緯度域では予測可能性が大幅に低下する傾向にある
ものの、中緯度北太平洋（30～ 45°N）では 0.5～ 0.6と
かなり高い。また、亜熱帯南太平洋（20～ 35°S）におい
ても予測可能性が比較的高く、冬季（6～ 8月）には 0.5
～ 0.7にまで上昇する（図略）。これらは先行研究の結果
と整合的で、太平洋亜熱帯・中高緯度域の予測可能性の
高まりは ENSOの遠隔影響を反映したものと解釈されて
きた。
興味深いのは、GOGA実験と TOGA実験の比較である。
先行研究と同様、熱帯域の予測可能性は両実験でほぼ同
一である。しかし、先行研究とは異なり、TOGA実験で
は北太平洋亜熱帯・中高緯度域の予測可能性がかなり低
化しており、ENSOの遠隔影響のみでは説明できないこ
とを示している。実際、対流圏中層の気圧変動に着目し
た従来の評価とは異なり、MOGA実験では中緯度北太平
洋域に約 0.3～ 0.5の予測可能性の極大が見られ、中緯度
海面水温変動が対流圏下層に持続的な気温偏差を強制し
得ることが示された。この予測可能性の極大は GOGA実
験（図１a）で現れた極大域の西半分に対応するが、この
海域の予測可能性が中高緯度海面水温平滑化実験（図 1b）
でやや低化することから，水温前線の寄与の重要性が確
認できる。
ただし、GOGA実験（図 1a）で見られた極大域の東半

図 1 OISSTを下方境界条件として与えた AFESの 10メンバーのアンサンブル実験に基づく冬季（12～ 2月）850hPa気温についての「潜
在的予測可能性」の分布。

 (a) GOGA実験、(b) 中高緯度（緯度 20°以上）の海面水温勾配を人為的に平滑化した GOGA実験、(c) TOGA実験、(d) MOGA実験。
黒破線は 20°Nの緯度線。
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分はMOGA実験（図 1d）からでは説明できない。実は、
ENSOの遠隔影響としての大気偏差が中緯度水温偏差を介
して強化されているのである。実際、中東部赤道太平洋
の海面水温変動の単位標準偏差に対する中緯度北東太平
洋域での 500hPa高度変動の線形回帰係数は、(c) TOGA実
験で -20m程度であるのに対し、(a) GOGA実験では -30m
程度に増大している。これは ENSOの遠隔影響により
北太平洋に形成された海面水温偏差からの正のフィード
バックの重要性を示唆している（図略）。

4.	 まとめと今後への発展
上記のように、従来よりも解像度の高い AGCMと海面
水温データを用いた評価から、太平洋亜熱帯・中高緯度
域の冬季平均下層気温の予測可能性に同海域の海面水温
変動からの寄与が重要なことが初めて示された。さらに、
黒潮続流域の変動が局所的な降水変動の予測可能性を高
めることも初めて確認された（図略）。次年度は更なる評
価のため、AFES高解像度版（T239: 40km相当）を用いた
実験を来年度に実施の予定である。また、CFES中解像度
版（T119: 100km相当）を用いたペースメーカー実験も開
始する予定である。
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1. Introduction
“Potential predictability” (PP) is a quantity that evaluates 

how much of monthly or seasonal-mean atmospheric variability 
is explained by external forcing, including the variability of sea 
surface temperature (SST) and sea ice. This can be estimated 
by ensemble experiments using AGCMs with observed SST 
and sea ice prescribed as their lower boundary conditions. 
Interannual variability of the simulated ensemble-mean fields 
can be considered as predictable atmospheric “response” to SST 
and sea ice variability, while variability across the ensemble 
members as seasonally unpredictable “internal variability”. 
It has been shown that the atmospheric PP is large over the 
tropics where atmospheric convective rainfall is sensitive to 
local SST variability, while it is moderate over the extratropical 
North Pacific where tropical ocean variability affects the 
atmospheric circulation through “atmospheric bridges” and is 
very low in other extratropical regions (Zheng et al. 2000[1]). 
In earlier studies, however, resolution of SST was relatively 
low, which cannot well represent SST fronts associated with 
western boundary currents, leading to potential underestimation 
of heat fluxes from the ocean to the atmosphere, and thereby 
their impact on the atmospheric circulation. Our recent studies 
have shown that variability of the extratropical SST fronts can 
significantly modulate the atmospheric circulation (Okajima et 

Impacts of Extratropical Coupled Ocean-Atmosphere 
Variability on Seasonal Predictability
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al. 2014 [2]; Taguchi et al. 2012 [3]). We here reevaluate the 
role of the extratropical ocean variability in the atmospheric PP 
using a modern AGCM forced with satellite-observed SST data, 
which has a higher resolution than previously used. 

2. Experimental design
We use AFES (AGCM For Earth Simulator) configured at 

horizontal resolution T119 (~100 km), with 56 vertical levels 
covering from the surface to ~0.1hPa. The prescribed SST data 
is OISST compiled on a 0.25°×0.25° grid. Our 10-member 
ensemble experiments consist of four types according to 
the prescribed SST as follows: (i) “Global Ocean-Global 
Atmosphere (GOGA) experiment” forced with observed 
SST globally, (ii) “GOGA with smoothed SST” (same as (i) 
but with meridionally smoothed SST in midlatitudes), (iii) 
“Tropical Ocean-Global Atmosphere (TOGA) experiment” 
with interannually-varying SST only in the tropics and daily 
climatological SST in the extratropics, and (iv) “Midlatitude 
Ocean-Global Atmosphere (MOGA)” with interannually-
varying SST only in the extratropics and climatological SST 
daily in the tropics. For each of the SST settings, PP was 
evaluated as the ratio of interannual variance of ensemble mean 
of an experiment to that of all member variability of GOGA.
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3. Results
We focus on PP in boreal winter (averaged from December 

to February), when both atmospheric internal variability and 
remote infl uence from the tropics are prominent. Figure 1 shows 
PP of winter-mean 850-hPa temperature for each experiment. 
Except for MOGA, the predictability is high in the tropics 
(PP > 0.8) because the winter-mean atmospheric variability 
couples strongly with the oceanic variability. In the extratropics 
(> 20°N), the predictability is lower except the North Pacific 
where PP reaches 0.5~0.6. This result is consistent with the 
previous studies where the relatively high potential predictability 
in the subtropical and extratropical North Pacifi c is attributed to 
remote infl uence of ENSO. 

A comparison between the GOGA (Fig. 1a) and TOGA 
(Fig. 1c) experiments reveals that PP is lower in the subtropical 
and extratropical North Pacifi c in the TOGA experiment than in 
the GOGA experiment, which cannot be explained by remote 
influence from ENSO. In the MOGA experiment (Fig. 1d), 
PP reaches 0.3~0.5 in the North Pacific, suggesting that the 
extratropical SST variability can induce persistent atmospheric 
anomalies. Furthermore, the maximum of PP in the extratropical 
North Pacifi c decreases if the extratropical SST is meridionally 
smoothed (Fig. 1b), which suggests an important role of SST 
fronts in the winter seasonal predictability.

4. Conclusions
By conducting a set of ensemble AGCM experiments forced 

with various SST boundary conditions, we have demonstrated 
a significant role of extratropical SST variability in the PP of 
the extratropical atmospheric temperature. We also found that 
variability of the Kuroshio/Oyashio Extensions can enhance 
predictability of local precipitation (not shown). We plan to 
repeat the experiments using a higher-resolution AGCM and 
coupled GCM, which should evaluate more realistic role of fi ne 
structure of SST variability and the air-sea interaction. 

References 
[1] Zheng, X, H. Nakamura, and J. A. Renwick, “Potential 

Predictability of Seasonal Means Based on Monthly Time 
Series of Meteorological Variables”, Journal of Climate, 
15, 2591-2604, 2000.

[2] Okajima, S., H. Nakamura, K. Nishii, T. Miyasaka, A. 
Kuwano-Yoshida, “Assessing the importance of prominent 
warm SST anomalies over the midlatitude North Pacific 
in forcing large-scale atmospheric anomalies during 2011 
summer and autumn”, Journal of Climate, 27, 3998-3903, 
2014.

[3] B. Taguchi, H. Nakamura, M. Nonaka, N. Komori, A. 
Kuwano-Yoshida, K. Takaya, A. Goto, “Seasonal evolution 
of atmospheric response to decadal SST anomalies in the 
North Pacific subarctic frontal zone: Observations and a 
coupled model simulation”, Journal of Climate, 25, 111-
139, 2012.

Fig. 1 Potential predictability (PP) of 850-hPa temperature evaluated by 10-member ensemble AGCM experiments. 
 (a) GOGA experiment, (b) GOGA experiment with smoothed SST gradient in the extratropics, (c) TOGA experiment, (d) MOGA experiment. 

Black dashed lines indicate 20°N.
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地球温暖化の主因と言われている二酸化炭素の排出量削減に対して物質科学研究から出来ることは多い。本研究課題では、
低炭素社会実現のために物質材料科学研究分野の研究を推進すべく、密度汎関数法に基づいた第一原理電子状態計算プログ
ラム PHASE/0の開発・改良を進めると共に、具体的な材料としてグラフェンの生成メカニズムに関する研究を行った。チュー
ニングの結果、PHASE/0はES上で今回シミュレーションを行った系において 64ノード並列でピーク性能比 20%を達成した。
グラフェン成長シミュレーションにおいては以下のような結果を得た。成長初期は 1次元チェーン構造を形成し、そのチェー
ン構造の一部が離合集散を繰り返しながら次第に大きな 2次元構造（環構造の凝集した構造）に成長していく。形成される
2次元構造には傾斜面によって違いがあり、（0001）面では平面的な構造（グラフェン）の形成になり、傾斜面では湾曲した
2次元構造（フラーレンやカーボンなのチューブ（CNT）の一部とも考えられる）を形成する様子が見られた。今回得られ
た成長様式の違いを更に調べることにより、フラーレン、CNT、グラフェンなどの作り分けのヒントが今後得られることが
期待される。

キーワード： グラフェン , 炭化珪素 , Si熱脱離法 , 第一原理分子動力学

1.	 研究の目的・背景
地球温暖化が言われて久しいが、その主な原因物質と
言われている二酸化炭素の排出量削減に対して物質科学
研究から出来ることは多い。例えば、太陽電池などの
自然エネルギー利用や、グラフェンなどの次世代半導
体デバイス、燃料電池、リチウム二次電池などによる省
エネルギー技術などによって化石燃料の利用そのものを
削減する方法や、ガスハイドレート構造を利用した水素
貯蔵や二酸化炭素固定技術などが考えられているが、こ
れらの技術の基礎には環境エネルギー材料や次世代デバ
イス材料などの新規開発・改良が非常に重要な位置を占
めている。そこで、本研究課題では、低炭素社会実現の
ために物質材料科学研究分野の研究を推進すべく、密度
汎関数法に基づいた第一原理電子状態計算プログラム
PHASE/0の開発・改良を進めると共に、具体的な材料と
してグラフェンの生成メカニズムに関する研究を行った。
グラフェンは炭素原子がハニカム構造を持つように平
面的に結合した、原子 1層分の厚さを持つ 2次元的な物
質である。その特異な電子的性質から、将来の高速・省
電力電子デバイスとして期待され近年非常に精力的に研
究が進められている。
グラフェンの作成法については、グラファイトからの
剥離法 [1]、金属上での化学気相成長（CVD）法 [2]、炭
化珪素（SiC）上の Si熱脱離法 [3]などが提案され研究が
進められている。なかでも熱脱離法は、SiCという半導体
基板上にグラフェンを直接作成出来ることから、他の手

法では不可欠かつ性能劣化の要因となるグラフェン転写
という過程が不要という利点があり注目されている。し
かしながらその成長メカニズムにはまだ不明な点が多く、
良質かつ膜厚のコントロールされたグラフェン作成は難
しい状況である。本シミュレーションでは SiC表面から
Si原子を取り除いた後（熱脱離に相当）、C原子がどのよ
うな過程を経て凝集してグラフェン形成に繋がるのかを
有限温度の分子動力学法によって追跡した。

2.	 計算手法
PHASE/0 [4] は、東大生産研、及び物材機構が中心となっ
て開発されてきた、密度汎関数理論（DFT）に基づいた
擬ポテンシャル法による平面波基底の第一原理分子動力
学法のプログラムである。この手法では電子状態を計算
することから、原子間結合の切断・再結合などが非常に
精度良く計算出来るため、今回のような複雑な成長を追
跡するには有力な手法である。
チューニングの結果、PHASE/0は ES上で今回シミュ

レーションを行った系（1536原子）において 64ノード並
列でピーク性能比約 20%（約 4TFLOPS）を達成している。

3.	 結果・検討
3.1	 グラフェン成長の時間経過
まず、4H-SiC（0001）上に（11-20）を向いた傾斜面を

作り、この傾斜面から Siを 1層分抜いて（熱脱離に相当）
1727℃（2000K）の分子動力学（MD）計算を約 1ピコ
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秒の間行ったのち急冷させるという過程を 3回繰り返し
た。これを前処理段階とする。この前処理段階の最終構
造を図 1 (a)、(b)に示す。(a)は成長面の側面図、(b)は俯
瞰図である。この構造を見ると、(b)からは少数の環構造
がバラバラに存在していること、(a)からは少数の環構造
以外の多くの C原子が中空に飛び出したような 1次元的
なチェーン構造を形成していることが見て取れる。この
構造を初期構造として更に長時間の 2000KのMD計算を
行った。図 1 (c)、(d)は 9.1ピコ秒後の構造の側面図、俯
瞰図である。(d)では (b)と比べて環構造の数が増え凝集
して 2次元的な構造を形成していることが見て取れる（特
に図の中央部や右側に大きく成長した領域があることが
わかる）。これらの環構造の凝集過程は以下のようになっ
ている。C原子同士が結合していき、1次元的な構造が多
く形成される。このときに環構造が単独で出来ることは
ほとんどない。小数の C原子の形成する構造としては、
単独の環構造よりも 1次元的構造の方が安定であること
がこれまでにも報告されている [5]。まれに単独の環構造
が出来る場合があるが、その場合は環構造を構成する C
原子のうち複数の原子が基板 Si原子と結合していて分解
しにくい構造になっている場合のみのようである。その
後、これらの 1次元チェーン構造が互いに結合、分解を
繰り返しながら次第に凝集していき、エネルギー的に安
定な環構造が多数並んだ 2次元的な構造を形成する。(c)

を見ると、これらの 2次元構造は完全に平面的になって
いる「グラフェン」ではなく、少し湾曲しており、球構
造の一部のようになっていることがわかる。これらの球
構造はフラーレンやカーボンナノチューブ（CNT）形成
の核となっている可能性がある。

3.2	 成長面の影響
SiC上のグラフェン成長は成長面によって大きく変わる

が、現状では（0001）傾斜面がもっとも用いられている。
傾斜角は実験によって様々である。ここでは傾斜角の異
なるシミュレーションを行い、成長への影響を調べた。
図 2 (a), (b), (c)はそれぞれ傾斜角 24°の傾斜面の側面図、
俯瞰図、C原子 2次元構造の拡大図である。（0001）テラ
スと（11-2n）ファセットが混在している傾斜面となって
いる。図 2 (d), (e), (f)はそれぞれ傾斜角 30°の傾斜面の側
面図、俯瞰図、C原子 2次元構造の拡大図である。（11-2n）
ファセットのみで形成されており、（0001）テラスは存在
しない傾斜面である。Siを取り除く過程は 3.1節と同様で
ある。どちらの傾斜面でも 1次元的チェーン構造を形成
しつつ、それらが環構造に結合したり、離れたりを繰り
返しながら環構造の凝集した 2次元構造を形成するとい
う点では同じような過程を経て成長していった。一方で、
形成される 2次元構造には違いがあった。図 (c)の拡大図
に見られるように、傾斜角 24°の場合には（0001）テラス

(a) (b)

(c) (d)

図 1 SiC表面上のグラフェン成長中の構造　
 (a) 初期構造（t=0秒）の側面図、(b) 初期構造（t=0秒）の俯瞰図、(c) t=9.1ピコ秒の側面図、(d) t=9.1ピコ秒の俯瞰図。赤丸は

C-C結合を持つ C原子（グラフェン成長に関係すると考えられる）、黄色丸は SiC中の C原子、青丸は Si原子、である。
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において比較的平面的な構造を形成するのに対し、（11-2n）
ファセットでは図 (f)の拡大図に見られるように湾曲した
2次元構造を形成する。この理由は基板最表面に露出して
いる Si原子に由来する。形成される 2次元構造の C原子
の一部は基板側の Si原子と結合を持つ。（0001）テラス
では Si原子と結合する C原子が多いために面に平行に 2
次元構造が成長し平面的になっていくのに対し、（11-2n）
ファセットでは Si原子と C原子が結合する箇所が少なく、
むしろ表面から浮き上がった湾曲した 2次元構造を形成
する。この湾曲した 2次元構造はフラーレンやカーボン
ナノチューブ（CNT）の一部と考えられることも出来る。
どの成長面を露出させるかによって、成長をコントロー
ル出来る可能性が考えられる。

3.3	 成長温度依存性
グラフェン成長過程に与える温度の影響を考えるため、

異なる温度における成長の様子を調べた。今回は 1227℃
（1500K）と 2227℃（2500K）とで比べた。ここではまず
グラフェン成長の前駆体ともいうべき構造である 1次元
チェーン構造と、成長後の 2次元構造に含まれる C原子
の数の時間変化について調べた。図 3 (a)は 1次元チェー
ン構造中の C原子数の時間推移である。C原子チェーン
の長さは、短いものでは 3個（2個はあまりに短いため
チェーン構造からは除いた）程度から　長いものでは 10
個を超えるものまで共存しており、チェーン毎に大きく
異なる。このためチェーン構造の本数ではなくそれらに
含まれる C原子の数を数えることにした。一方、図 3 (b)
は環構造中の C原子数の時間推移である。環構造は一般
に単独で形成されることはなく、2次元構造中に多数の
環構造が含まれる形で存在する。また四員環～八員環ま

で個数の異なる環構造が存在するため、C原子の個数に
変化がなくても環構造の個数は変化することがある。そ
のため環の数ではなく C原子の数を数えることとした。
チェーン構造、環構造を形成する C原子同士の結合の閾
値は 2Å（＝ 0.2nm）とした。図 3 (a)を見ると、1次元
チェーン構造が最初に多数形成されて、その後時間とと
もに減っていく様子が見える。1500Kではその減り方は
非常に緩慢だが、2500Kでは非常に急激に減っていく。
また、個数は一様に減っていくわけではなく大きな揺ら
ぎを伴っていることがわかる。この揺らぎの原因の一つ
は環構造への取り込み過程と関係がある。1次元チェーン
構造から環構造の凝集した 2次元構造環構造に推移する
際には、1原子ずつ成長に寄与するわけではなく、チェー
ン構造の一部（複数の C原子）が一度に既存の 1次元構
造や 2次元構造に結合する形で取り込まれ、環構造がほ
ぼ同時に複数出来るような成長をする。しかし、取り込
まれた環構造はすぐに安定化するわけではなく環構造と
の結合・離脱を繰り返しながら安定化していく。そのた
め時間的に揺らぎが観測されることになる。図 3 (b)を見
ると環構造に含まれる C原子が時間とともに増えていく
様子が見える。これは 1次元チェーン構造などの C原子
が凝集して環構造の領域を広げていくためである。チェー
ン構造の減る様子と同様に、環構造の形成では 1500Kで
はゆっくりと増えていくのに対し、2500Kでは素早く成
長していく様子が見て取れる。また揺らぎの程度を見る
と、1500Kでは揺らぎが小さいが 2500Kでは揺らぎが大
きい。これらは全て温度に関係しており、C原子（C原子
群）の動く速さが 1500Kでは遅く、2500Kでは速いため、
C原子群の結合・離脱もまた 1500Kでは遅く、2500Kで
は速く起こることになる。これらのことから、2500Kで

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

図 2 グラフェン成長の傾斜角依存性　
 (a) 傾斜角 24°の側面図、(b) 傾斜角 24°の俯瞰図、(c) C原子 2次元構造（図 (b)の青丸部分）の拡大図、(d) 傾斜角 30°の側面図、(e) 

傾斜角 30°の俯瞰図、(f) C原子 2次元構造（図 (e)の青丸部分）の拡大図。
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の方がよりダイナミックに動いて成長していく様子がわ
かる。温度の違いは形成される 2次元構造にも反映され
る。図 3 (c)、(d)は成長開始後 12ピコ秒後の構造である。
1500Kでは比較的斜面に沿って 2次元構造が形成される
に対し、2500Kでは表面から離れて少し立体的になって
きている様子が見える。これは 3.2節で述べた表面 Si原
子による 2次元構造の固定化に関係するかもしれない。
つまり、2500Kの高い温度では原子の動きが激しすぎる
ために、表面 Si原子による 2次元構造の固定化（平坦化
に繋がると思われる）が 1500Kでの成長に比べると弱い
と思われる。これらは平坦なグラフェン成長と丸みを持っ
たカーボンナノチューブやフラーレンの成長に関係する
のかもしれない。

4.	 まとめ
以上の結果と我々のこれまでの研究から次のことが言
える。（0001）表面と傾斜面では C原子の凝集の初期過
程は似ている。成長初期はチェーン構造を形成し、その
チェーン構造の一部が環構造の形成・分解を繰り返しな
がら安定な凝集した環構造（2次元構造）に至る。一方で、
形成された 2次元構造には面方位によって違いがある。2
次元構造の一部は表面に露出している Si原子と結合して
いるが、Si原子の並びの周期が（0001）面と傾斜面で異
なることから、（0001）面では表面に固定された平面的な
構造（グラフェン）の形成になり、傾斜面では環構造が
表面に固定されないため湾曲した構造を形成するのだと
考えられる。

今回得られた成長様式の違いを更に調べることにより、
温度、面方位、面角度などのパラメータを調整すること
によってフラーレン、CNT、グラフェンなどの作り分け
のヒントが今後得られることが期待される。
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図 3 グラフェン成長の温度依存正　
 (a) 1次元チェーン構造に含まれる C原子の時間変化、(b) 2次元（環）構造に含まれる C原子の時間変化、(c) 1500Kにおける成長

の 12ピコ秒後の構造（側面図）、(d) 2500Kにおける成長の 12ピコ秒の構造（側面図）。
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1. Purpose
To stop the global warming, the decrease of the amount of 

carbon dioxide in atmosphere is one of urgent issues. For it, 
materials science can play roles through the development of new 
materials such as solar battery, fuel cell, and low energy device 
systems. Graphene, which is made of only carbon (C) atoms and 
has a two-dimensional structure, is known to have characteristic 
physical properties, such as high electron mobility, and then 
expected as low energy electron device materials. So far, several 
fabrication methods have proposed, such as the graphite-peeling 
method [1], the chemical vapor deposition method [2], and the Si 
sublimation method [3]. Especially, the Si sublimation method 
is expected to fabricate high-quality graphene, and then has been 
intensively studied. However, it is known to be difficult to control 
the thickness and the quality of graphene and one of the reasons 
of this difficulty comes from the lack of knowledge with regard to 
the growth mechanism. In this study, we investigated the growth 
mechanism of graphene on SiC substrate by Si sublimation by 
using first-principles molecular dynamics simulations.

2. Calculation method
PHASE/0 is an electronic structure calculation program, 

which has been developed by Institute of Industrial Science (IIS), 
the University of Tokyo, and National Institute for Materials 
Science (NIMS) [4]. This program is based on the density 

Graphene Growth on SiC Substrate by Si Sublimation
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functional theory and the pseudopotential scheme. This code can 
calculate electronic structure and then describe the bonding state 
between atoms quite well. This is important for the molecular 
dynamics simulations for complicated systems such as the 
graphene growth studied in this work.

PHASE/0 exhibited the performance of 4 TFLOPS with 64 
nodes of the Earth Simulator (ES), which corresponds to 20 % 
of the peak performance.

3. Results and discussions
We investigated the effect of the inclination of the substrate 

on the graphene growth. Here, we simulated two different 
inclination angles. One has the inclination angle of 24 degrees 
inclined from (0001) surface and the other has 30 degrees. Figure 
1(a), (b), and (c) show the result for the 24-degree system; (a) 
side view, (b) top view and (c) the magnified figure of the two 
dimensional (2D) structure circled with the blue line shown in 
(b). The 24-degree system consists of (0001) terrace and (11-
2n) facet, as shown in Fig. 1(a). Figure 1(d), (e), and (f) show 
the result for the 30-degree system; (a) side view, (b) top view 
and (c) the magnified figure of the 2D structure shown in (e). 
The 30-degree system consists of only (11-2n) facet, as shown in 
Fig. 1(d). On both surfaces, the growth process is almost same. 
We observed C atoms first form one dimensional (1D) structures 
rather than 2D structures consisting of ring structures. Note that 
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single ring structures are hardly formed. There is a theoretical 
report that 1D structures are more stable than ring structures 
for small number of C atoms on metal surfaces [5]. Then, 1D 
structures get together to form 2D structures through the repeat 
of combination and separation. On the other hand, the shape of 
2D structures depends on the substrate surface structures. On 
(0001) terraces, 2D structures become relatively flat, as shown 
in Fig. 1(c), while on (11-2n) facets, 2D structures have curves 
like a part of spherical structures, as shown in Fig. 1(f). This 
difference comes from the difference in the bond density between 
2D structures and Si atoms of the substrate surface. On (0001) 
terraces, the array of surface Si atoms are almost commensurate 
with 2D structures and Si-C bonds are formed with high density, 
making 2D structures flat, while on (11-2n) faces, due to less 
density of surface Si atoms, Si-C bonds are not formed so much, 
resulting in forming curved structures. We also investigated the 
effect of growth temperature on the growth process and the shape 
of 2D structures and found that the shape of 2D structures may 
depend on the growth temperature. These findings must provide 
the knowledge for controlling the fabrication of high quality 
graphene or other C-based structures like carbon nanotubes.

4. Summary
We investigated the growth process of graphene on SiC 

substrate by Si sublimation by using first-principles molecular 
dynamics simulations. It is found that the growth temperature 
and the substrate surface structure have much influence on the 
shape of formed 2D structures. The findings obtained in this 
study must help control the fabrication of high quality graphene 
or other C-based structures like carbon nanotubes.
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Fig. 1 Graphene growth depending on the inclination angle: 
 (a) side view of the 24-degree system, (b) top view of the 24-degree system, (c) magnified figure of the 2D structure circled with a blue line shown 

in (b), (d) side view of the 30-degree system, (e) top view of the 30-degree system, and (f) magnified figure of the 2D structure shown in (e).
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北極海の海氷変動・海洋熱輸送・酸性化の実態解明を行うことを目的に、高解像度海氷海洋モデリングを実施した。モデ
ル領域は北極海全域および北大西洋北部で、目的に応じて数ヵ月から十年スケールのハインドキャスト実験を行った。今年
度の成果は大きく 3つテーマに分けられる。1）アラスカ沖のバロー沿岸ポリニヤにおいて、海盆域中層からの熱供給によ
る海氷生成抑制および当該海域特有の水塊形成を示唆した。2）冬季海氷下の亜表層熱輸送過程を解析し、陸棚縁ジェット
によるチャクチ海台周辺域への熱供給を定量化した。3）北極海生態系モデルに炭酸系ルーチンを組み込み、海洋酸性化に
対する陸棚海盆間輸送の影響評価に着手した。今後は海盆域亜表層に分布する海洋熱と海氷減少の相互作用、バロー沿岸ポ
リニヤの長期変動、冬季陸棚水の酸性化への寄与を調べるとともに、生物由来の有機物粒子や植物プランクトンの成長に必
要な鉄などの物質循環も含めて研究を続けていく予定である。

キーワード： 北極海 , 海氷変動 , 沿岸ポリニヤ , 亜表層水温極大 , 海洋酸性化

1.	 研究の背景
北極海で近年顕著な夏季の海氷縁後退は大気場や生態
系の応答も含めて重大トピックの 1つとなっており、早
急にメカニズムを解明し、将来予測に反映させることが
各方面から要請されている。海氷減少の要因としては、
風系や海面熱収支の変化が挙げられているが、海域によっ
ては海洋熱輸送の影響も重要である。近年の観測により、
カナダ海盆の亜表層には冬季に 2つの水温極大が存在し、
異なる形成メカニズムが提唱されている。水深 10－ 20m
の水温極大は開水面での短波吸収（太陽放射加熱）が熱
源で、盛夏から晩秋にかけて海氷融解水による成層化と
ボーフォート高気圧に伴うエクマン下降流によって亜表
層に隔離される。一方、水深 50－ 100mの水温極大はベー
リング～チャクチ陸棚域で夏季に日射を受けた暖水塊（太
平洋夏季水）がバロー峡谷沖合で発生した中規模渦やボー
フォート海洋循環などで水平方向に貫入することで形成
される。さらに水深数百 mの海盆中層では、北大西洋か
ら流入した高温・高塩分の大西洋起源水が海盆の縁に沿っ
て反時計回りに循環している。これらの海洋熱は数ヵ月
から数十年スケールで残存するが、何らかの物理プロセ
スによって海面付近に供給された場合には、直上の海氷
を底面から融かす、あるいは新たな結氷を抑制すること
につながり、海氷減少要因の一端を担う。北極海の海氷
減少に伴って光・水温・栄養塩環境が変化すれば、食物
連鎖を介して動物プランクトンや魚類・海生哺乳類の生
息域に少なからずインパクトを与えることも予想される。
一方でこれまでに開発されてきた北極海モデルの殆どは

水平解像度が数十 kmと粗いため、沿岸流・渦活動・湧昇
などの局所的な海洋物理プロセスに関する定量的な解析
が困難な状況である。本課題で取り組む北極海全域を対
象とした高解像度モデリングは個々の物理プロセスの理
解だけでなく、「海氷変動と海洋熱輸送の相互作用」や「基
礎生産性の高い陸棚水が海盆スケールの生態系変動に及
ぼす影響」を明らかにする上でも重要なステップであり、
先駆的な成果をもたらす可能性が十分にある。

2.	 モデル概要および実験設定
本課題で用いる海氷海洋物理モデルは COCO（Center 

for Climate System Research Ocean Component Model）version 
4.9で、モデルスキームおよび実験設定は著者らの先行研
究 [1][2]と同様である。モデル領域は北極海全域および北
大西洋北部で、水平解像度 5km（1280 × 1024格子）／鉛
直 42層の渦解像版を実装して、1年単位の季節変動実験
および十年スケールの年々変動実験を行った。初期の海
氷海洋場は COCO中解像度版（水平 25km格子）で 1979
年から数十年積分した出力を与えた。大気境界条件は 
NCEP-CFSR（National Centers for Environmental Prediction 
- Climate Forecast System Reanalysis）再解析データから作
成し、AOMIP（Arctic Ocean Model Intercomparison Project）
の河川流量データを海面淡水フラックスとして与えた。
ベーリング海峡では観測に基づく特性を持つ太平洋起源
水を流入させた。また水塊輸送を可視化するために目的
に応じて仮想トレーサーを与えた。
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3.	 バロー沿岸ポリニヤのハイブリッド特性
ポリニヤとは海氷域における持続的な開水面あるいは
薄氷域のことであり、潜熱ポリニヤと顕熱ポリニヤに大
別される。前者は風や海流に駆動される海氷の力学的移
動によって、後者は比較的温暖な水塊からの熱供給によっ
て形成・維持される。潜熱ポリニヤでは海氷の熱力学的
生成が活発に起こるため、特に南極海では重要な深層水
形成域になる。北極海においても数多くのポリニヤが観
測されており、このうちアラスカ沖のバロー沿岸ポリニ
ヤ BCP（Barrow Coastal Polynya）はこれまで強い北東風
に伴って海氷が岸から離れることで形成される潜熱ポリ
ニヤとして考えられてきた。しかし人工衛星アルゴリズ
ムの改良や最新の係留系観測によって、BCPに温暖な太
平洋夏季水および大西洋起源水から海洋熱が供給される
ことで冬季でも結氷が抑制される顕熱ポリニヤとしての
特徴も指摘されている。
本課題では BCPイベント時の海洋内部の状況に着目し、
係留系・衛星・大気再解析データおよび COCO季節変動
実験の結果を融合して多角的に BCP特性を調べた（図 1）。
主な解析にはバロー沖チャクチ陸棚上の B2地点（北緯
71度、西経 158度、水深 55m）における係留系観測（2009
年 8月～ 2010年 7月）で得られた水温・塩分・海洋流速デー
タを用いた。海氷密接度および海氷生成量はマイクロ波
放射計 AMSR-E（Advanced Microwave Scanning Radiometer 
- Earth Observing System）データから作成されたものを使
用した。観測結果からは北東風強化・水温上昇・海氷生
成量低下がほぼ同じ時期に捉えられており、上記のプロ
セスが支持されている。さらにカナダ海盆中深層に位置
する大西洋起源水の挙動を可視化するために、季節変動
実験（2009年 10月～ 2010年 3月）において北極海盆域
の 200m以深に撒いた仮想トレーサーの拡がりを調べたと
ころ、BCPイベント時には強い北東風に伴ってバロー峡
谷を水深の浅い方に遡る“up-canyon flow”が生じ、さら
に鉛直拡散が加わることで仮想トレーサーが海面付近ま
で達する様子が確認された。これらの解析結果から、BCP

は形成時に暖水塊からの熱供給によって海氷生産が抑制
されるプロセスを伴い、潜熱・顕熱ポリニヤ双方の特徴
を併せ持つ“ハイブリッド”ポリニヤであることを明ら
かにした [3]。このハイブリッド特性によって、当該海域
固有の水塊形成が生じている可能性もあり、本成果は北
極海全域の水塊変質を考える上でも重要である。

4.	 亜表層水温極大の形成プロセス
北極海の太平洋側に位置するカナダ海盆域では亜表層
の海洋貯熱量が 2000年代中盤から増加傾向にあること
が、米国ウッズホール海洋研究所の長期時系列観測など
から明らかとなっている。カナダ海盆域の鉛直水温分布
は複数の暖水層で特徴付けられるが、このうちチャクチ
陸棚域東部を夏季に通過して太陽放射加熱を受けた後に
中規模渦などによって海盆中央部まで輸送された ACW
（Alaskan Coastal Water）の深さでの昇温が特に顕著である。
一方でチャクチ陸棚域西部を通過してきた sBSW（summer 
Bering Sea Water）のシグナルは近年弱まっていることか
ら、太平洋側北極海において亜表層の熱輸送量および輸
送経路が変化していることが示唆される。しかしこのよ
うな水温変化は夏から秋に限定された船舶観測および数
地点の係留系観測データでしか捉えられておらず、海盆
域の亜表層における正確な熱輸送経路や熱解放プロセス
についてはまだ十分にわかっていない。
本課題では COCO年々変動実験（2001年 1月～ 2014年

12月）の結果を解析し、チャクチ海台周辺域における亜
表層水温極大の年々変動とそのメカニズムについて調べ
た（図 2）。まず ACWの主要な輸送経路上に位置し、長
期に渡る各種観測データが得られているバロー峡谷で比
較検証を行ったところ、本実験結果はバロー峡谷における
海氷密接度および通過流量を非常に良く再現しているこ
とを確認した。近年は熱輸送量をやや過大評価している
が、2012年夏季に特に多かった変動パターンを捉えてい
る。海洋研究開発機構が 2010年秋から 4年間係留系を設
置していたチャクチ深海平原海域では海氷下の亜表層に
おける水温上昇が毎冬観測されており、年々変動実験でも
そのような季節性が再現された。この水温上昇はエクマ
ン昇降や乱流混合のタイミングとも一致しないので鉛直 1
次元プロセスでは説明できず、陸棚起源の暖水輸送が冬
季海氷下の昇温に寄与していることが示唆される。
次に海洋亜表層で鉛直積算した貯熱量を計算すると、

各年 3月頃にはチャクチ海台周辺域に暖水塊が分布して
いた。北緯 75度に沿った東西方向の鉛直断面図では水深
50－ 100mに 0 °C近い亜表層水温極大が捉えられている。
この暖水域はベーリング海峡に撒いた仮想トレーサーの
拡がりと良く一致していることから、温暖な太平洋夏季
水が冬季海氷下に多くの熱を供給していることが示唆さ
れた。熱輸送経路をより具体的に特定するために西経 160
度を横切る東西方向の海洋熱輸送量を計算すると、ノー
スウィンド海嶺南端（北緯 73度付近）の亜表層において
西向きのシグナルが卓越し、2012/13年冬季に極大値を示
した。亜表層の水平流速場を確認すると、冬季にチャク

図 1 2010年 2月のバロー沿岸ポリニヤ形成時における大西洋水
トレーサーの水平分布。
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チ陸棚北縁で西向きジェットが卓越しており、この強い
海流が太平洋起源の暖水を運んでいた。この時期は北極
海の広い範囲が高気圧で覆われており、時計回りの風に
伴う沿岸湧昇が西向きジェットの加速に寄与していたと
解釈できる。ここまでの解析により、北極海チャクチ海
台周辺域の冬季海氷下で観測された亜表層の水温上昇に
対しては、温暖な太平洋夏季水がアラスカ沿岸流および
その下流域で生じる西向きの陸棚縁ジェットによって輸
送される過程が重要であることが明らかとなった [4]。

5.	 炭酸系モデリング
北極海は大気からの二酸化炭素吸収、海氷融解水によ
る希釈、陸棚海底に堆積した有機物の分解などに伴って
海洋酸性化が急速に進行しており、環境ストレスによ
る生物への影響が危惧されている。既に炭酸カルシウ
ムのうちアラゴナイト未飽和の海域が拡がりつつある一
方で、酸性化の時空間変動や要因の定量的評価につい
ては未解明な部分も多い。既に CMIP5（Coupled Model 
Intercomparison Project Phase 5）に提出された地球システ
ムモデルの結果を利用して炭酸系データのモデル間比較
も行われている。このうち炭酸カルシウム飽和度の時空
間変動に関しては、海面値の長期トレンドが同様の傾向
を示す一方で、亜表層の鉛直構造には深刻なバイアスが
見られる。これまでの観測研究により、海底堆積物から
の有機物分解などを受けた冬季陸棚水が流入する北極海
盆域の亜表層で炭酸カルシウム飽和度が極小を示すこと
が明らかとなっており、このような陸棚海盆間輸送の再
現性がモデルバイアスの大きな要因と考えられる。カナ
ダ海盆域の亜表層では動物プランクトンの 1種である翼
足類の殻が溶解している観測事実もあることから、生物
に対する酸性化の影響を包括的に理解するためには、海
面付近だけでなく陸棚起源水が流入する深さでの鉛直分
布も含めてきちんと表現することが本質的に重要である。

本課題では高解像度モデリングの長所を生かした海洋
酸性化の現状分析と将来予測にも着手した。初年度はまず
既存の低次海氷海洋生態系モデル Arctic NEMURO（North 
Pacific Ecosystem Model for Understanding Regional Oceanography）
に OCMIP（Ocean Carbon-Cycle Model Intercomparison Project）
で提唱されている炭酸系ルーチンを組み込み、二酸化炭素
分圧 pCO2・pH・炭酸カルシウム飽和度Ωの計算を行った。
アルカリ度と全炭酸の初期値は CMIP5に提出済のMIROC-
ESM（Model for Interdisciplinary Research on Climate - Earth 
System Model）の出力を用いた。実験準備を整えた上でテス
トケースとして、水平 25km格子の中解像度版で 1979年か
ら 2010年まで年々変動実験を行った。計算結果はカナダ海
盆表層で pCO2が高く、pHおよびΩが低いという定性的な
水平分布を再現しているが（図 3）、現実よりもかなり早く
1990年代前半にアラゴナイト未飽和の海域が広範囲に出現
しており、初期値の補正も含めて実験設定を見直す必要が
あることがわかった。

図 2 (a)研究対象海域と係留系設置地点。 (b)北緯 75度に沿った東西断面における 2013年 3月の鉛直水温分布。(c)西経 160度を横切
る西向き海洋熱輸送量の時系列。

図 3 25km格子版の年々変動実験で計算されたアラゴナイト飽
和度の水平分布（海面値）。
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1. Research Background
Arctic sea ice retreat is still remarkable, particularly in 

the Pacific side. Changes in wind-driven export of Arctic sea 
ice to the North Atlantic and atmospheric radiative fluxes are 
known to be important factors for sea ice reduction. In addition, 
ocean heat transport from subarctic seas is another candidate 
to decrease sea ice volume. It has been indicated that vertical 
hydrographic profiles in the Canada Basin were characterized 
by three temperature maxima. The near-surface temperature 
maximum was the shallowest one arising from summer solar 
heat absorption and subsequent autumn Ekman downwelling. 
The subsurface temperature maximum reflected intrusion of 
the Pacific summer water. The deepest maximum was located 
in the Atlantic layer. Substantial parts of upper ocean heat 
would eventually affect sea ice freezing/melting. However, 
spatial and temporal variabilities of these warm layers still 
remain uncertainties. In this study, high-resolution pan-Arctic 
sea ice-ocean modeling analyses are conducted to address 1) 
interactions between sea ice and ocean heat transport and 2) 
impacts of shelf water transport on marine ecosystem in the 
Arctic basin.

2. Model and Experimental Design
The model used in this study is COCO (Center for Climate 

System Research Ocean Component Model) version 4.9. 

High-Resolution Sea Ice-Ocean Modeling on the Arctic 
Environmental Changes

Project Representative

Eiji Watanabe Institute of Arctic Climate and Environment Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology

Authors

Eiji Watanabe*1, Daisuke Hirano*2, Jonaotaro Onodera*1, Motoyo Itoh*1, Shigeto Nishino*1 and 
Takashi Kikuchi*1

*1 Institute of Arctic Climate and Environment Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

*2  Arctic Environment Research Center, National Institute of Polar Research 
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The model domain is composed of the entire Arctic Ocean 
and northern North Atlantic. The horizontal resolution is 
approximately 5 km so that mesoscale eddies and narrow 
boundary currents can be resolved[1][2]. In this fiscal year, 
several seasonal and interannual experiments were performed. 
Initial sea ice and hydrographic fields were given by a decadal 
experiment from 1979 using a 25-km grid version of the same 
model. Atmospheric forcing was obtained from NCEP-CFSR 
(National Centers for Environmental Prediction - Climate 
Forecast System Reanalysis) datasets. At the Bering Strait, 
volume, temperature, and salinity of the Pacific water inflow 
were prescribed to idealized seasonal cycles.

3. Hybrid-type Barrow Coastal Polynya
The nature of the Barrow Coastal Polynya (BCP) formed 

off the Alaskan coast in winter was examined using mooring, 
atmospheric reanalysis, and the AMSR-E (Advanced Microwave 
Scanning Radiometer - Earth Observing System) derived sea 
ice concentration/production data. Whereas the BCP has been 
considered to be a latent heat polynya formed by predominantly 
offshore winds, it is recently suggested that sea ice production in 
the BCP is suppressed by warm Pacific- and/or Atlantic-origin 
waters distributed beneath the BCP.

In this study, we focused on oceanographic conditions such 
as water mass distribution and ocean current structures beneath 
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the BCP, which have not been fully documented. A mooring was 
deployed off Barrow, Alaska from August 2009 to July 2010. 
During the freeze-up period from December to May, five BCP 
events occurred in the same manner: 1) dominant northeasterly 
wind parallel to the Barrow Canyon, with an offshore component 
near Barrow, 2) high sea ice production followed by sudden 
cessation of sea ice growth, 3) upwelling of warm (> 2 °C above 
a freezing point) and saline (> 34) Atlantic Water (AW) beneath 
the BCP, 4) strong up-canyon flow associated with density 
fluctuations. A baroclinic current structure, established after the 
upwelling, resulted in enhanced vertical mixing. The mixing 
event and open water formation occurred simultaneously, once 
sea ice production had stopped. Thus mixing events accompanied 
by ocean heat flux from AW into the surface layer likely form/
maintain the open water area that is a sensible heat polynya. 
These transitions from a latent heat polynya to a sensible one 
were well reproduced by a seasonal experiment of the COCO 

model from October 2009 (Fig. 1). We propose that the BCP is 
a hybrid latent and sensible heat polynya, with both processes 
driven by the same offshore wind[3].

4. Subsurface Temperature Maximum
Ocean heat transport is a possible important factor for recent 

sea ice decline, especially in the western Arctic Ocean. Decade-
long observations revealed increasing potential temperature 
and thickness of the Alaskan Coastal Water layer in the central 
Canada Basin. Ocean heat content for a salinity range between 
31 and 33 showed a clear subsurface warming trend. On the 
other hand, a signal of the summer Bering Sea Water located 
below 100 m was gradually shrinking in recent years. Therefore, 
subsurface warm water pathway from the Chukchi shelf into the 
central Canada Basin possibly changed according to external 
forcing such as surface wind fields. However, there are not 
so enough data under sea ice to evaluate exact pathway and 
heat transport of subsurface warm water covering wide areas 
of the western Arctic basin. In our field campaign, bottom-
tethered year-long moorings have been deployed in the Chukchi 
Borderland since October 2010. The subsurface hydrographic 
sensors detected mid-winter or spring peaks of potential 
temperature above –1 °C every year. Based on this seasonality, 
we investigated overwinter transport of subsurface warm water 
toward the Chukchi Borderland by pan-Arctic sea ice-ocean 
modeling analyses[4].

In the interannual experiments from 2001 to 2014, strong 
easterly winter winds in the southern part of the prevailed 
Beaufort High sometimes produced a westward shelf-break 
jet along the northern edge of the Chukchi shelf. The shelf-
break jet strength accounted for the lateral ocean heat transport 
and consequent subsurface temperature maximum in the 
downstream region (Fig. 2). Warm eddies generated north of the 
Barrow Canyon were still located east of the Northwind Ridge. 

Fig. 1 Spatial distribution of the simulated Atlantic Water tracer around 
the BCP in February 2010.

Fig. 2 (a) Analysis target region and mooring locations. (b) Vertical profile of the simulated temperature along 75 °N in March 2013. (c) Interannual 
variability of westward ocean heat transport across 160 °W.
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Therefore, subsurface warming around the Chukchi Borderland 
would have been attributed to lateral advection of shelf-
origin warm water via shelf-break jet rather than eddy-induced 
transports.

5. Carbonate Modeling
Ocean acidification is an important problem for Arctic 

marine biology. Now we need to know how and where 
acidification will proceed in near future. For example, future 
status of chemical properties was evaluated by intercomparison 
of the Earth System Models. As expected, most CMIP5 (Coupled 
Model Intercomparison Project Phase 5) models simulated 
reduction in calcium carbonate saturation rate “Ω” under global 
warming scenario. However, the simulated vertical profile of 
“Ω” remarkably differed among these models, particularly 
in subsurface layers. Several ship-based observations have 
reported the complicated profiles of “Ω” in the Arctic Ocean. 
In the surface layer of Canada Basin, “Ω” value is very low due 
to large input of river water and sea ice meltwater. The second 
minimum of “Ω” is located in the Pacific winter water layer. The 
Pacific winter water experienced cooling, convective mixing 
with brine rejection, and remineralization of organic materials 
over the Chukchi shelf. Thus intrusion of dense shelf water 
with high pCO2 would be a candidate producing climate model 
biases. In this fiscal year, we coupled a carbonate chemistry 
routine to the Arctic NEMURO (North Pacific Ecosystem 
Model for Understanding Regional Oceanography) model and 
started to investigate how shelf-basin interaction modulated 
ocean acidification in our high-resolution modeling framework 
(Fig. 3).
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Fig. 3 Spatial distribution of surface “Ω” simulated by an interannual 
experiment from 1979 to 2010.
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船舶観測データ、Argoフロートデータ、衛星観測データをはじめとする生物化学変量まで含んだ多様な海洋観測データを、
四次元変分法データ同化手法を応用し海洋大循環モデルを介して統合するシステムを用い、全球全層の海洋環境再現デー
タセットを作成した。ここでは水塊の特徴をより正確に再現できるような数値モデルスキームやデータ同化手法を応用し
た。得られたデータセットを観測データ等と比較することでその検証を行いつつ力学的整合性を最大限活かしたデータ解
析を通して気候変動研究を実施した。

キーワード： 海洋 , 気候変動 , 全球 , データ同化

1.	 背景と目的
本研究は、当研究グループがこれまでノウハウを蓄積
してきた四次元変分データ同化手法を用いた海洋観測
データの統合を実施するものである。海洋地球研究船み
らいをはじめとする船舶、トライトンブイや Argoフロー
トをはじめとする係留、漂流ブイ等を用いた、海洋研究
開発機構（以下 JAMSTEC）が有する高度な観測技術と四
次元変分法アジョイント手法を応用した最適化計算等の
先駆的な計算科学技術（例えばMasuda et al., 2003[1]）を
最大限に活用することで海洋観測統合データセットを作
成し、海洋の循環や環境変動及び海盆スケールでの熱や
物質分布とそれらの中長期変動についての理解を進める
ことを目的とする。
生物化学変量まで含んだ全球全層の海洋観測データを
統合したデータセットを用いた地球環境研究、特に力学解
析などを通した変動メカニズムに関する研究は世界的にほ
とんど行われていない。海洋立国日本として期待されてい
る、観測機器・大型計算機をはじめとする先進のファシリ
ティーを利用したユニークな研究スキームといえる。

2.	 手法
米 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory （GFDL; NOAA, 

USA） の Modular OceanModel（MOM3） （Pacanowski and 
Griffies, 2000[2]）をベースとした四次元変分法海洋デー
タ統合システムを用い、1957年から 2011年の長期ウィ
ンドウを採用した全球・全層海洋環境再現実験を実施し
た（Osafune et al., 2015[3]）。統合する海洋観測データは
Hadley Centre of the UK Meteorological Officeにより編集さ
れた ENSEMBLES（EN3; Ingleby and Huddleston, 2007[4]）
データセットを利用する。JAMSTECで取得した船舶観
測データ、Argoフロートデータをはじめとする国際的
に利用可能な歴史的海洋観測データを含む。大気外力は
初期推定値として NCEP再解析データを使用するが、四

次元変分法データ同化手法における制御変数に設定し新
たに評価する。物理場に関してはアジョイント法を応用
し上記の 55年の同化ウィンドウで数十回の反復計算を
行い、生物化学変量に関してはグリーン関数法（例えば
Menemenlis et al., 2005[5]）を応用し、最適なモデルパラ
メータの探索を通して、海洋観測データと整合的な長期
海洋環境再現データセット “Estimated State of global Ocean 
for Climate Research (ESTOC)”を作成する。どちらの最
適化計算にも地球シミュレータを利用した。観測データ
の品質管理に動的品質管理を採用し、極域、縁辺海での
水温塩分場の再現に用いている IAU（incremental analysis 
updating）手法を高度化するなど、先進的な手法を取り入
れている。

3.	 研究成果
得られた海洋環境の再現性を検証した。図 1は太平洋

における塩分の鉛直断面を示している。データ統合をす
る前の数値モデル結果（b）に比べ ESTOC（c）では、特
徴的な低塩分極小水の貫入が明らかに現実的な分布に近
づいている。
図 2は ESTOCから見積もった海面で交換される CO2の
時間変化である。同様の見積もりはこれまでにも示され
ているが、本研究課題のように海洋観測データをフルに
活用して評価した例は稀有である。海盆ごとで異なる振
る舞いをしていることが見てとれ、海洋の CO2吸収の複
雑な動態を表している。
生物化学変量のデータ統合に関しては、ESTOCが世界

的にみても稀有なデータセットであることは確かだが、
より確度の高い気候変動研究に資するためには不確実性
をもつ数値モデルや少ない観測データの制約のもとでよ
りよい状態推定ができるよう研究開発を進めていくこと
が重要である。
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4.	 おわりに
作成したデータセット ESTOCは国際的な相互比較プ
ロジェクトに参加しており、多くの関連した学術論文が
公表されている。データは http://www.godac.jamstec.go.jp/
estoc/j/から一般に公開されている。今後、統合する期間
の延長や、淡水収支に関する新しいスキームの導入など
を計画しており、中長期の気候変動研究に資する貴重な
統合データセットとして、新たな観測データの統合も含
め、さらなる高精度化を進めていく予定である。

5.	 謝辞
本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金「新学術

領域研究（研究領域提案型）」　領域番号 4702、KAKENHI 
15H05817/H05819の支援を受けて行われました。

図 1 西経 160度における塩分の鉛直断面。（a）World Ocean Atlas2013の年平均気候値、（b）シミュレーションから得られた 1980-2011
年の期間の年平均気候値、および（c）同期間の ESTOCから評価した値。Osafune et al. (2015) [3]の図 1より抜粋。

(a)

(b) (c)

図 2 ESTOCから見積もった大気海洋間で交換される CO2の時
間変化。1960年から 2011年までの期間で黒太線が全球の
積分量、各線は各海盆ごとの値。Doi et al. (2015) [6]の図 5
より抜粋。
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1. Introduction
An Ocean State Estimate is a new approach for the climate 

research. There were a few challenges for long-term global 
ocean estimations which are dynamically self-consistent (e.g., 
Masuda et al., 2003[1]).

Recently, state estimation for not only physical parameters 
but also biogeochemical ones gather attention of climate/
biogeochemical researchers.

Here, we have constructed a new state estimation including 
biogeochemical parameters and validate the obtained dataset 
"Estimated State of global Ocean for Climate Research 
(ESTOC)".

2. Data Synthesis System
The used OGCM is version 3 of the Geophysical Fluid 

Dynamics Laboratory (GFDL; NOAA, USA) Modular Ocean 
Model	(MOM3)	(Pacanowski	and	Griffies,	2000[2]).	This	is	a	
quasi-global	model	covering	the	region	between	75◦S	and	80◦N.	
The	horizontal	resolution	is	1◦	in	both	longitude	and	latitude	and	
involves 45 levels. 

The data synthesis method is based on 4D-Var. An adjoint 
approach is applied for physical parameters, a Green's function 
approach (Menemenlis et al., 2005[3]) biogeochemical ones.

The  ass imi la ted  observa t ions  a re  bas ica l ly  f rom 
ENSEMBLES (EN3; Ingleby and Huddleston, 2007[4]).

Global Ocean State Estimation for Climate Research by 
Using a 4D-VAR Approach 

Project Representative

Shuhei Masuda Research and Development Center for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology 

Authors

Shuhei Masuda*1, Toshimasa Doi*1, Satoshi Osafune*1 and Nozomi Sugiura*1

*1 Research and Development Center for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 

A long-term data synthesis experiment was newly conducted for the period 1957–2011 by using a 4-dimensional variational data 
assimilation approach. The assimilated data is ocean observations including biogeochemical parameters (by research vessels, Argo 
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3. Results
Figure 1 shows salinity distribution along 160W. The allover 

pattern of the ESTOC (c) is largely consistent with observations 
(a). The poor representation of the simulation (b) is partly 
corrected (Osafune et al., 2015[5]). 

The temporal variation of biogeochemical parameter is 
examined (Figure 2; Doi et al., 2015[6]). The rate of CO2 
absorption	by	the	ocean	was	increasing	from	1960	reflecting	the	
atmospheric CO2 increases during the period. It should be noted 
that absorption occurred majorly in the Southern Ocean south of 
50˚S,	after	1985	the	region	changes	to	the	Atlantic	Ocean.

4. Discussions
ESTOC is useful dataset for dynamical analysis of global 

changes not only for physical parameters but biogeochemical 
parameters. The dataset is available from a public website http://
www.godac.jamstec.go.jp/estoc/e/top/.
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Fig. 1 Vertical cross section of salinity along 160W. 
 (a) Climatology from World Ocean Atlas 2013, (b) long-term mean values form MOM3 simulation for the period of 1980-2011, and (c) the 

same as (b) but for "ESTOC". Refer to Osafune et al. (2015)[5].

(a)

(b) (c)

Fig. 2 Time series of air-sea exchange of CO2 for the global ocean 
and each basins from 1960 to 2011. Positive values denote CO2 
absorption by the ocean. Refer to Doi et al., 2015[6].
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海流前線波動予測に向けた高解像度海流モデリングの応用研究
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従来の海流予測研究で目標としてきた海流流路予測に加え、海流前線波動など、より小さな時空間スケールの海流現象の
予測可能性を探るべく、地球シミュレータを用いた新しい海流予測システム Ensemble Kalman Filter for Kuroshio South of Japan
（KFSJ）を開発した。KFSJは、新たな海面水温データである気象衛星ひまわり 8号の高解像度衛星海面水温データを同化し
て遠州灘沖における黒潮前線波動の特徴を現実的に表現するとともに、日本南岸黒潮流路の現業的アンサンブル予測をはじ
めて実現した。黒潮流路変動の予測精度は、従来の海流予測モデル JCOPE2に比べて向上していることが確認された。

キーワード： 海流予測 , 黒潮流路 , 黒潮前線波動 , アンサンブルカルマンフィルター , アンサンブル予測

1.	 はじめに
海洋研究開発機構・アプリケーションラボが推進する「日
本沿海予測可能性実験（Japan Coastal Ocean Predictability 
Experiment; JCOPE）」において、日本近海の海流変動を予
測し、黒潮大蛇行等の海流変動のメカニズムを解明すると
ともに海運、水産、海底開発などに海流予測データを応用
する研究を実施してきた。研究を進めるため、JCOPE2予
測システムをはじめとする各種の海流予測システムを開発
してきた。研究の進展とともに、従来の予測目標としてき
た海流の流路変動や中規模渦（100kmスケール）だけでな
く、海流の前線変動や、より小さな渦（10km-1kmスケール）
が、工学的応用や、物質輸送・生態系変動において重要な
役割を担っていることが認識されてきた。こうした現象の
予測可能性の理解はまだ不十分であり、初期値に対する感
度が大きいと予想されることから、アンサンブル手法に
よって確率的な予測を行っていくことが有効であると考え
られる。そこで、海洋モデルの空間解像度を従来の 10km
オーダーから 1km以下オーダーに高解像度化したうえで、
アンサンブル予測モデルの開発も進める。これらのモデル
を十分に活用するためには地球シミュレータ上での計算が
必須である。モデルが完成し安定運用できるようになれば、
こうした予測結果は工学的応用や物質輸送・生態系変動予
測の応用など実利用に直接適用できるものとなる。
今年度は、日本南岸海域を 1/36度格子で解像した海洋
循環モデルを対象として局所変換アンサンブルカルマン
フィルター手法 [1][2]を適用し、アンサンブルカルマンフィ
ルター解析・予測システム（Kalman filter for South of Japan: 
KFSJ）を構築した。黒潮変動を対象として、2015年 10月
から 2016年 3月にかけてデータ同化・アンサンブル予測
実験を行った。

2.	 手法とデータ
地球シミュレータ上においてMPIを用い、海底地形に

沿うシグマ座標系の海洋循環モデル Princeton Ocean Model

を実装した。モデル海域は、日本南岸の北緯 28度 -36度、
東経 128度 -142度の範囲であり、シグマレベルを 47層と
した。NCEP/NCAR再解析データを種々のバルク公式に入
力して海表面での運動量・熱フラックスを与えた。海面
塩分は、月平均気候値に緩和させた。JCOPE2海洋再解析
データによって 2015年 7月 1日の水温・塩分を与え、静
止状態から JCOPE2データの水温塩分値に緩和させなが
らモデルを走らせた。その際、側面境界条件も JCOPE2デー
タから与えた。

2015年 10月 9日から JCOPE2水温・塩分データへの
緩和を止め、LETKFによるデータ同化とそれによる初
期値からの 20メンバーアンサンブル予測実験を開始し
た。同化データは、衛星海面高度偏差（Jason-2, Cryosat-2, 
Saral/Altika）、衛星海面水温（Himawari-8, NAVOCEANO 
MCSST）、現場水温塩分（GTSPP）である。LETKF解析
は 2日毎に行い、観測データを逐次収集し初期値をおお
むね週毎に更新しながら 50日予測実験を行った。
感度実験試行の結果、衛星海面高度偏差の観測誤差

（0.03m）とコンポジット期間（解析日前後 6日）の 2つ
が黒潮流路を現実的に表現するために重要なパラメータ
であることがわかった。そのほかのパラメータは、先行
研究 [4]と同じとした。
実行試験の結果、大型計算機システム（ICE）1 node

（8CORE）と地球シミュレータ : 1 node（4CORE）での結
果を比較した場合、計算実行待ちを考慮しないと 4.56倍
の実行速度となった。経過時間の実態としては、9.8倍の
効率であった。ICEと ES2（前世代地球シミュレータ）の
比較では、経過時間においてほぼ同等の結果であったこ
とを考慮すると、現地球シミュレータの単体効率改善に
加え、ES2に比べたノード数増加が、現地球シミュレー
タの ICEに比して高い実効率性を実現することになった
といえる。
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3.	 結果
LETKF解析値を、Himawari-8コンポジット値、JCOPE2
解析値と比較したところ、LETKF解析値は、従来の
JCOPE2解析値に比べ、黒潮流路のみならず黒潮流路の前
線上にみられるさらに時空間スケールが小さな変動をよ
く表現していることを確認できた。たとえば図 1に示す
ように、LETKF解析値（図 1b）は、Himawari-8コンポジッ
ト値（図 1a）にみられる、北緯 33.5度 東経 138度付近の
黒潮前線変動をよく再現しているが、JCOPE2解析値（図
1c）は振幅を過大評価している。JCOPE2のより粗い水平
解像度（1/12度格子）による限界もあるが、Himawari-8
を同化した場合と同化しない場合そもそも JCOPE2では
違いがほとんどみられなかったので（図無し）、JCOPE2
で用いている同化手法である 3次元変分法にも改良の余

地があることが示唆される結果である。
今回、LETKF解析値を週ごとに更新しながら、それを
初期値とした予測を逐次行い、海上保安庁による海洋速報
などの観測実績と比較した（図 2）。1ヶ月の予測結果を見
ると、アンサンブル予測に伴うばらつきは無視できないも
のの、遠州灘の黒潮が八丈島の南を通るか（離岸流路の傾
向）、それとも北を通るか（接岸流路の傾向）という点に

(a)

(b)

(c)

図 1 2016 年 2 月 18 日 の 遠 州 灘 に お け る 海 面 水 温。(a) 
Himawari-8 ２日コンポジット。1/10度格子。(b) LETKF解
析値。1/36度格子。(c) JCOPE2解析値。1/12度格子。

(a)

(b)

(c)

図 2 黒潮流路 1か月予測の比較。青線は LETKF20メンバーア
ンサンブル予測。赤線は JCOPE2予測。モデルの流軸は海
面高度の水平勾配の極大位置から推定した。紫線は海洋速
報による流軸。海洋速報は 1週間程度の移動平均を示すも
のであり、対象日を含む結果をすべて示している。(a) 2016
年 3月 5日を初期値とした場合の 4月 5日予測結果。(b) 
3月 19日から 4月 19日の予測結果。(c) 4月 8日から 5月
8日の予測結果。黒点は海洋掘削船「ちきゅう」の掘削点
C0010A, 北緯 33度 13分、東経 136度 41分。
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おいて、JCOPE2を上回る予測精度を示した（図 2b, c）。
本研究において構築した予測システム KFSJを、2016年

3月から 4月にかけて行われた地球深部探査船「ちきゅう」
による第 365次航海中での掘削点 C0010A（図 2中の黒点）
における流速変動予測に適用した [5]。「ちきゅう」による
現場観測結果からおおまかな傾向として、3月 29日から 4
月 6日までの高流速期、4月 7日から 4月 15日までの低
流速期、4月 16日から 4月 24日までの高流速期が認めら
れた。

KFSJは、前期と後期の高流速期は予測できたが、中期
の低流速期についてはその傾向は予測できたものの、流
速を過大に予測した [5]。海洋速報から、3月 29日に室戸
岬沖にみられた黒潮流路の離岸傾向が 4月 7日以降さら
に東の掘削点まで伝播し流速の減少を生じさせたものと
推測された。海洋速報と LETKF解析値の比較（図 3）か
ら、3月 29日に室戸岬沖にみられた黒潮の離岸傾向の振
幅が LETKF解析値ではより弱く表現されていたことが
わかった。海面高度偏差観測には、この離岸傾向に対応
する変動が認められず（図無し）、結果として解析値に反
映されなかった。一方、Himawari-8海面水温観測値（図
4a）にはこの離岸傾向が部分的ながら検出されていたが、
LETKF解析値（図 4b）にはそれが十分に反映されること
はなく、こうしたことが低流速期の予測を不十分な精度
にしたのだと考えられる。

まとめ
本研究において日本南岸の黒潮変動を対象とした現業
的なアンサンブル予測システムを構築し、一定の予測精
度を実現することができた。来年度は、今回、「ちきゅう」
による現場観測でみられたような、比較的時空間スケー
ルが小さい離岸（接岸）傾向をより現実的に再現できる
ような改良に取り組む予定である。

謝辞
本研究における Himawari-8海面水温データの利用につ

いては、宇宙航空研究開発機構からの受託業務「衛星デー
タの海洋モデルへの適用と利用実証（試作検討）」による
ものである。また、本研究における現業的な予測の試行
を円滑に遂行するため、当初の平成 27年度所内課題「海
流前線波動予測に向けた高解像度海流モデリングの応用
研究」に加え、指定課題（特別割当）「海流前線波動予測
に向けた高解像度海流モデリングの応用研究：工学利用」
においても地球シミュレータを使用した。関係者からの
ご支援に感謝申し上げる。

図 3 2016年 3月 29日の LETKF解析値 200m水温（色影と黒線 ; 
1度 c間隔）。青線は LETKF解析値から推定した黒潮流軸。
赤線は JCOPE2解析値による流軸。紫線は海洋速報による
流軸。

(a)

(b)

図 4 2016年 3月 29日の海面水温。(a) Himawari-8　1日コンポ
ジット。(b) LETKF解析値。



148

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

文献
[1]	 B.	R.	Hunt,	E.J.	Kostelich,	and	I.	Szunyogh,	“Efficient	data	

assimilation for spatiotemporal chaos: a local ensemble 
transform	Kalman	filter,”	Physica	D,	vol.230,	no.6,	pp.112-
126, June 2007.

[2] T. Miyoshi, Y. Sato, and T. Kadowaki, “Ensemble Kalman 
Filter	 and	4D-Var	 intercomparison	with	 the	 Japanese	
operational	global	analysis	and	prediction	system,”	Mon.	
Wea.	Rev.,	vol.138,	no.7,	pp.2846-2866,	July	2010.

[3]	 A. 	 Jord i , 	 and 	 D. -P . 	 Wang, 	 “sbPOM:	 A	 para l le l	
imp l emen t a t i on 	 o f 	 P r i n cen t on 	 Ocean 	 Mode l , ”	
Environmental	Modelling	&	Software,	vol.38,	no.12,	pp.59-
61,	December	2012.

[4]	 Y.	Miyazawa,	T.	Miyama,	S.	M.	Varlamov,	X.	Guo,	and	T.	
Waseda, “Open and coastal seas interactions south of Japan 
represented	by	an	ensemble	Kalman	filter,”	vol.62,	no.4,	
pp.645-659, April 2012.

[5] 黒潮親潮ウォッチ：「ちきゅう」のための海流予測（13）
まとめ（最終回）

 http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/?p=2568



149

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

1. Introduction
The Japan Coastal Ocean Predictability Experiment 

(JCOPE)	promoted	by	APL,	JAMSTEC	aims	at	 investigating	
predictability	and	mechanisms	in	the	ocean	current	variability	
around Japan such as the Kuroshio larger meander together 
with the applicability of the forecast products for the human 
marine	activities	 including	the	marine	transportation,	fisheries,	
and offshore industry. Recently it has been realized in the 
literature	that	the	sub-meso	scale	variability	with	the	horizontal	
scale, O (1 km-10 km), plays important roles in the engineering 
applications,	ecosystem	variability,	and	material	transportation,	
in	addition	 to	 the	mesoscale	variability	with	 the	 larger	scale,	
O(100 km), which has been targeted by the ocean current 
forecast studies so far. 

The ensemble forecast based on the high-resolution ocean 
model	 is	effective	for	 investigating	unknown	predictability	of	
the	sub-mesoscale	variability,	which	might	be	quite	sensitive	
to	 the	uncertainty	 involved	 in	 the	 initial	condition.	The	Earth	
Simulator	 is	 definitely	 necessary	 for	 development	 of	 the	
high-resolution	ensemble	 forecast	 system.	Developing	and	
establishing the new ocean forecast system will directly lead 
to applications to the marine engineering and the marine bio-
geochemical studies.

In	 this	 fiscal	 year,	we	developed	 an	 ensemble	Kalman	
filter analysis/forecast system (Ensemble Kalman filter South 
of Japan: KFSJ) based on an ocean model with horizontal 
resolution of 1/36 degree south of Japan. The local ensemble 
transformation	Kalman	filter	algorithm	(LETKF)	[1][2]	is	used	
for the system. We conducted data assimilation and ensemble 
forecast	experiments	targeting	the	Kuroshio	variations	south	of	
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Japan for a period from October 2015 to March 2016. 

2. Methods and data
An ocean model with a bottom-following sigma coordinate 

based on the Princeton Ocean Model is implemented on the 
Earth	Simulator.	The	Massive	Parallel	 Interface	module	 is	
included in the original code [3] for full utilization of the 
available	computational	 resource.	The	model	covers	a	square	
region south of Japan, 28° -36° N and 128° -142° E, with 47 
sigma	 levels.	Bulk	 formulae	using	 some	atmospheric	data	
provide	 from	 the	NCEP/NCAR	 reanalysis	 data	 calculates	
momentum/heat fluxed at sea surface. Sea Surface salinity is 
relaxed to the monthly climatology. Staring from an initial 
temperature and salinity distribution obtained from the JCOPE2 
ocean reanalysis data with no motion, the model ran with 
relaxation to the reanalysis temperature and salinity from 1 July 
to	9	October	2015.	Lateral	boundary	condition	was	provided	
from the reanalysis data.

The	LETKF	analysis	and	its	subsequent	ensemble	forecast	
operations with 20 ensemble members were conducted 
repeatedly with almost weekly update of the LETKF analysis 
with	2-day	 interval	using	 the	available	observation	data:	sea	
surface height anomaly data obtained from Jason-2, Saral/
Altika, and Cycrosat-2 satellites, sea surface temperature (SST) 
data from the Himawari-8 satellite and NAVOCEANO MCSST 
data	archive,	and	 in-situ	 temperature/salinity	data	 from	 the	
GTSPP	archive.	The	analysis/forecast	operation	 involves	no	
relaxation to the JCOPE2 data.

After	trial	and	error,	we	have	fixed	some	LETKF	parameters:	
observation	error	(0.03	m)	and	composite	period	(6	days	before	
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and after the analysis date) of sea surface height anomaly, 
which	are	much	sensitive	to	the	initialization,	in	particular,	the	
Kuroshio path position. The other parameters were same as 
those	described	in	a	previous	study	[4].

3. Result
A comparison of the Himawari-8 SST composite, SST 

analysis snapshots of KFSJ and JCOPE2 indicates that KFSJ 
represents the Kuroshio front shape more similar to Himawari-8 
as compared to JCOPE2. The skill of 50-day lead forecast of 
the Kuroshio path by LETKF basically outperformed that by 

JCOPE2	(not	shown).	However,	ocean	current	validation	at	a	
fixed point (a Chikyu drilling point: C0010A, 33° 13 'N 136° 
41 'E) showed that decline of the ocean current magnitude in 
the middle of April 2016 associated with passing of a frontal 
disturbance was not well predicted by both LETKF and 
JCOPE2.	We	need	to	improve	this	defect	by	further	adjusting	
the LETKF parameters and/or other factors in the forecast 
systems.
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Fig. 1 Sea surface temperature around Enshu-nada on 18 February 
2016. (a) Himawari-8 composite. (b) KFSJ analysis. (c) JCOPE2 
analysis.
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海洋観測データを融合した確率論的な数理季節予測システムの開発
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数ヶ月から数年スケールで発生する気候変動の理解ならびにその予測可能性研究のため、SINTEX-F大気海洋結合大循環
モデルを日欧研究協力に基づき開発および改良してきた。1週間程度の未来の気象を予測する天気予報と違って、季節予測
においては、大きな熱容量を持つ海洋の存在が重要になる。海洋現象と大気現象が結合したエルニーニョ現象やインド洋ダ
イポールモード現象は世界各地に異常気象や極端現象を引き起こす気候変動現象であり、その発生予測に関して SINTEX-F1
季節予測システムは世界最先端の精度を誇っている。そのリアルタイムの季節・経年変動予測実験の計算やその社会応用研
究は別課題”リアルタイム -APLモデルアンサンブル季節予測とその応用可能性について”で行い、本課題では更なる気候
予測可能性研究と、高度化（高解像度化や海氷モデル導入など）させた第二版 SINTEX-F2システムの開発を中心に実施した。
本年度は従来の海表面水温ナッジング法に加えて、海洋 3次元の水温・塩分の観測データを初期値にとりこむ新しい初期
化スキーム（3DVAR）を開発し、SINTEX-F2で 1982-2015年の過去再現実験を実施した。海表面水温ナッジング法では再現
性の低かった熱帯インド洋や熱帯大西洋の再現性が、新しい初期化スキームでは飛躍的に改善されていることを確認した。
来年度からこの 3DVAR初期化スキームを搭載した過去再予測実験を実施する準備が整った。

SINTEX-Fの過去再予測実験を解析し、中緯度における季節予測可能性の新たな潜在的根拠となりうる沿岸ニーニョ現象
の予測可能性を検証し、周辺国への影響を調べた。

SINTEX-F2の長期積分の実験を解析し、アフリカ南部の気候に見られる十年規模変動の物理メカニズムの詳細を明らかに
した。

キーワード： 季節予測 , 海表面水温ナッジング法 , 3DVAR海洋同化法 , 沿岸ニーニョ現象 , アフリカ南部の10年規模変動

1.	 課題概要
“自然災害をもたらす現象の高精度な事前予測の実現”

（第 3期中期計画前文）は海洋研究開発機構に要請され
る重要な課題である。世界の至るところで発生する季節
の異常を数ヶ月前から予測するため、我々は大気海洋結
合モデル SINTEX-F1をベースとした数理的な季節予測
システムを構築し、世界最先端の成果をあげてきた。更
に中緯度気候変動現象や沿岸ニーニョ現象等の発生を
予測するため、高解像度化および海氷モデルを導入した
SINTEX-F2モデルによる季節予測システムのプロトタイ
プの構築にも成功した。
季節予測の精度を向上させるためには、上述したよう
な結合モデルの高度化が重要であるが、それと同程度に
重要なのが海洋観測データを予測の初期値に取り込む同
化手法の高度化である。現在の SINTEX-F予測システム
の初期化スキームには海表面水温（SST）ナッジング法
を採用している。これは、観測から得られた SSTを結
合モデルに馴染ませながら積分することで、大気モデル
と海洋モデル間を矛盾なく初期化する手法である。非常
にシンプルな初期化法ではあるが、エルニーニョ予測で
は高い実績を有する。しかし、熱帯インド洋や熱帯大西
洋、更には中緯度域での海洋内部の初期化には充分では
ないことが解っている。そこで本課題では、従来の SST-

nudging法に、海洋観測に基づいた 3次元の水温 /塩分デー
タを同化する修正法（3DVAR補正）を新たに導入した予
測実験を実施し、海洋内部の情報がどのように数ヶ月 -数
年規模の気候予測に寄与するのかを明らかにする。
さらにそれらの予測実験を新たなアンサンブルメン
バーとして既存のシステムに統合し、予測システムを多
アンサンブル化することで確率論的な気候予測システム
を開発する。このシステムでは、極端現象の発生確率予
測情報を創出できるため、予測情報の社会応用面でも革
新的な成果が期待できる。これらは、“極端な気象現象や
異常気象等を生み出す要因となる“季節スケールの”気
候変動予測情報”を“段階的に創出・応用し、海洋・地
球情報を学際的に展開する”（第 3期中期計画 1-(2)-3）こ
とに直接的に寄与する。
以下、本年度の成果をまとめる。

2.	 3DVAR補正を導入した新初期化スキームの開発
イタリア気候変化地中海研究センター（CMCC）の

Storto博士の協力のもと、3DVAR補正を導入した新初期化
スキームを開発し、オペレーション化に成功した。従来の
SSTナッジング法では、1982年から現在まで連続的に観
測 SSTをナッジングしていた。新スキームでも同様に観
測 SSTをナッジングするものの、1982年 2月から毎月 1
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日に、UK Met Officeから配信されている EN4 profileと呼
ばれる海洋 3次元の水温 •塩分の観測データを使って、海
洋モデルを 3DVAR補正しながら、SSTナッジングを行う。
上記の新・旧スキームをそれぞれ使用した約 1年後の

1982年 12月時点を比べた。赤道に沿った水温の鉛直断面
図を見ると（図 1）、旧スキームでは熱帯太平洋東部の深
度 100m付近が現実に比べて暖かいエラーがあるが、新ス
キームでは修正されている。1982年時点では海洋亜表層
の観測データはそれ程多くはないが、3DVAR補正が効果
的に働いていることを確認した。
次に、赤道に沿った 20ºC等温深偏差の時間経度図（図 2）
を比べてみると、熱帯太平洋東部、熱帯インド洋、熱帯
大西洋で、3DVAR補正を導入したスキームの方がSSTナッ
ジングのみのスキームより再現性が高いことがわかった。
次に、北半球の秋に発生するインド洋ダイポールモー
ド現象や冬に成熟するエルニーニョ現象のプレコンディ
ションとして重要な 5月における 20ºC等温深偏差の再現
スキルを比較した（図 3）。SSTナッジング法でも熱帯太
平洋は概ねよく再現できている。3DVAR補正を導入する
ことで、亜熱帯域や熱帯インド洋、熱帯大西洋の再現が
向上した。加えてニンガルーニーニョ現象に重要な豪州
西岸域、インド洋亜熱帯ダイポール現象が発生する南イ
ンド洋などで海洋亜表層が効果的に補正されていた。従っ
て、これらの気候変動現象の予測精度が大幅に向上する
ことが期待される。来年度は、この 3DVAR初期化スキー
ムを搭載した過去再予測実験を実施する。

図 2 赤道に沿った（南北 2度で平均）20ºC等温深偏差の時間経
度図 [m]。(a):EN4 analysis data、(b): SINTEX-F2モデルによ
る SST-nudging計算、(c):3DVAR補正を導入した計算結果。

図 1 1982年 12月の月平均水温の赤道に沿った鉛直断面図（南北 2度で平均）[ºC]。(a): EN4 analysis data、(b): SINTEX-F2モデルによ
る SST-nudging計算（旧初期化スキーム）、(c): 3DVAR補正を導入した新初期化スキームの計算結果。(d)(c)から (b)を引いた差。
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3.	 沿岸ニーニョ現象による季節予測の新展開
季節予測可能性の潜在的な根拠になるのが、海洋と大
気が結合して発達する気候変動現象である。このような
現象は、主に熱帯の海で発見されてきた。代表的なものが、
太平洋のエルニーニョ現象やインド洋のダイポールモー
ド現象である。これらの現象が発生すると、大気を介し
て遠隔影響（テレコネクションと呼ばれる）し、我が国

を含む全世界の異常気象・極端現象発生の母胎となる。
そのため、1）熱帯域の気候変動現象の発生予測と 2）そ
の中緯度域への遠隔影響予測の 2点が季節予測研究の主
たる課題だったと言える。しかし、近年、中緯度域にお
いて新たな季節予測可能性の根源になりうる現象が発見
された。それが沿岸ニーニョ現象と呼ばれる現象である。
これらは、大陸の西岸沖に東西 100kmスケールで発生す

図 4 観測データから得られた海の表面の水温異常（1983-2006年で平均した平年値からのズレ、単位は度）。暖色が水温が平年より異
常に暖かいことを示す。左図 :1991年 7月の状況。カリフォルニア半島沖合が平年より暖かく、カリフォルニアニーニョ現象が
発生している。右図 :2011年 3月の状況。オーストラリア沖合が平年より暖かく、ニンガルーニーニョ現象が発生している。 

図 3 (a)20ºC等温深偏差 [m]の EN4 analysis dataと SINTEX-F2モデルによる SST-nudging計算の相関係数。(b) EN4 analysis dataと
3DVAR補正を導入した計算の相関係数。(c)(b)から (a)を引いた差。主に熱帯太平洋東部、インド洋全域、熱帯大西洋で精度が
向上している。
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る気候変動現象で、大気海洋相互作用を伴い発達するた
め、近隣国の気候や海洋生態系に多大な影響を与える。
特に、豪州西岸沖のニンガルーニーニョ /ニーニャ、カリ
フォルニア沖合のカリフォルニアニーニョ /ニーニャの季
節予測可能性を発見し、周辺国の季節予測の向上に資す
る可能性を指摘した（Doi et al. 2013[1]; Doi et al 2015a[2]; 
Doi et al. 2015b[3]、図 4）。季節予測精度の向上のため、上
記 1）、2）の研究に、中緯度域の季節予測研究の新たなパ
ラダイムとして、3）沿岸ニーニョ現象の予測研究が加わっ
たことで、季節予測研究に新しい展開が見え始めた。
次年度は、上述した結合モデルの高度化や 3DVAR補正
を導入した新初期化スキームにより、沿岸ニーニョ現象
の予測精度の向上に挑戦する。

4.	 アフリカ南部の気候に見られる十年規模変動の
物理メカニズムに関する研究
アフリカ南部の降水量は約 20年周期で変動しており、

南インド洋の海面気圧と海面水温の十年規模変動と関係し
ていることが報告されている。しかし、南インド洋の十年
規模変動の物理メカニズムの実態はよく分かっていない。
そこで、衛星観測が始まった 1982年以降の観測デー
タおよび再解析データを用いて、南インド洋の海面水温
の十年規模変動について調べたところ、南インド洋の十
年規模変動に伴う海面水温の偏差は、海面気圧の偏差と
ともに、南大西洋から南インド洋へゆっくり東方伝播し
ていることが分かった。次に、この海面水温偏差の東進

図 5 大気海洋結合モデル SINTEX-F2で再現された、南大西洋
から南インド洋へ東進する海面水温（ºC）と海面気圧（hPa）
の十年規模変動に伴う偏差。上段が標準実験、下段が南大
西洋実験。カラーは統計的に有意な偏差、黒影は南大西洋
を表す。

が海面気圧偏差の東進に与える影響を調べるため、大気
海洋結合モデル SINTEX-F2を用いて、300年に及ぶ長期
積分実験を 2ケース行った。1つは、大気と海洋を自由
に結合させた標準実験で、もう 1つは、南大西洋の海面
水温の年々変動を標準実験の気候値で抑えた南大西洋実
験である。標準実験では、観測で見られる海面水温と海
面気圧の偏差の東進は再現されていたが、南大西洋の海
面水温の年々変動を抑えた南大西洋実験では、南大西洋
から南インド洋への海面気圧の東進が確認されなかった
（図 5）。従って南インド洋の十年規模変動には南大西洋の
十年規模変動が大きく関わっていることが明らかになっ
た。以上の成果は（Morioka et al. 2015[4]）として発表した。
来年度から SINTEX-F2を用いて 10年先までの長期予
測実験を行い、南インド洋と南大西洋に見られる十年規
模変動の予測可能性に挑戦していく。

謝辞
3DVAR初期化スキームはイタリア CMCCの Andrea 

Storto博士と共同で開発した。SINTEX-F予測システムの
プロトタイプ開発に Jing-Jia Luo博士、Sebastian Masson
博士、佐々木亘博士、および欧州の共同研究者（INGV/
CMCC, L’OCEAN, and MPIのモデリングチーム）に多大
なる貢献をして頂いた。本研究は環境研究総合推進費（2-
1405: “最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測
とその社会応用”）や、AMED-JICAが推進する SATREPS
感染症課題［南部アフリカにおける気候予測モデルをも
とにした感染症流行の早期警戒システムの構築］の補助
を受けている。

文献
[1] Doi, T., S. K. Behera, and T. Yamagata, 2013: Predictability 

of the Ningaloo Niño/Niña. Scientific Reports, 3, 2892, 
doi:10.1038/srep02892.

[2] Doi T., S. K. Behera, and T. Yamagata, 2015a: An 
interdecadal regime shift in rainfall predictability related 
to the Ningaloo Niño in the late 1990s, JGR-Oceans, 120, 
1388-1396.

[3] Doi  T. ,  S .  K.  Behera ,  and T.  Yamagata ,  2015b: 
Predictability of the California Niño/Niña. J. Climate, 28, 
7237-7249.

[4] Morioka,Y., E. Francois, and S. K. Behera, 2015b, Potential 
sources of decadal climate variability over southern Africa. 
Journal of Climate, 28, 8695-8709.



155

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

1. A new initialization scheme with 3DVAR correction
The SINTEX-F2 seasonal prediction system used the simple 

SST-nudging scheme as similar to the F1 system; the OGCM 
SSTs are strongly nudged toward the observational data in the 
coupled mode from 1st January 1982. The scheme is one of the 
simplest approaches, but still a semi-coupled data assimilation 
scheme, which can generate the compatible initial conditions 
between the atmosphere and ocean. It is important to reduce 
the initial shock during forecasts. The SST-nudging scheme 
can capture well interannual variations of the equatorial Pacific 
thermocline due to its high model performance. However, this 
scheme is not enough to initialize subsurface ocean where air-
sea coupling is weak (e.g. tropical Indian Ocean and Atlantic, 
mid-latitude). Also, it cannot resolve high-frequency variability 
related to MJO events and westerly wind bursts, which can have 
strong implications for the timing of initiation and termination 
of ENSO events. To deal with those issues, we developed a 
prototype of a new initialization scheme with the 3DVAR 
correction. In the new scheme, OGCM SSTs are strongly 
nudged toward the observational data in the coupled mode 
continuously from 1982 as similar to the simple SST-nudging 
scheme, besides 3DVAR correction is additionally conducted 
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The SINTEX-F1 CGCM was developed within the EU-Japan collaborative framework to study global climate variability and its 
predictability. The seasonal prediction system based on the SINTEX-F1 has demonstrated its outstanding performance of predicting 
El Niño/Southern Oscillation (ENSO) and the Indian Ocean Dipole since 2005. However, there is much room for improvement 
in predicting extra-tropics climate variations. To deal with this, a prototype of a new seasonal prediction system, which is called 
as SINTEX-F2, is developed based on a high-resolution version of the SINTEX-F embedded with a dynamic sea-ice model.  The 
SINTEX-F2 system shows the high skill in predicting ENSO just like the SINTEX-F1 system. In addition, it is found that the 
SINTEX-F2 system is more skillful in predicting the Indian Ocean Subtropical Dipole, the high-latitude temperature in the Northern 
Hemisphere, and some events associated with the El Niño Modoki and the Ningaloo Niño.  

As similar to the SINTEX-F1 system, the SST-nudging semi-coupled initialization scheme is adopted in the SINTEX-F2 system. 
In this fiscal year, we developed a suitable three-dimensional ocean data assimilation method (3DVAR), which may improve the 
seasonal prediction skill, particularly in the tropical Indian Ocean, tropical Atlantic Ocean, and the subtropical regions, where the 
SST-nudging scheme is not enough for the subsurface initialization. We confirmed that the new initialization scheme with 3DVAR 
correction successfully improved the subsurface ocean initialization relative to the simple SST-nudging scheme. Next fiscal year, we 
will conduct the reforecast experiments with this new scheme.

Keywords: Seasonal Prediction, SST-nudging, 3DVAR, Coastal Niños, decadal variations over South Africa 

every 1st date of each month using the Met Office Hadley Centre 
EN4 profile data of subsurface ocean temperature and salinity 
observation. The assimilation window in the first guess at 
appropriate time (FGAT) is 10 days.

Figure 1 shows that interannual variations of the 20ºC 
isothermal depth along the equator. The new initialization 
scheme with 3DVAR correction can improve the subsurface 
ocean simulation, particularly in the tropical Indian Ocean 
and the tropical Atlantic Ocean relative to the simple SST-
nudging scheme. Next fiscal year, we will conduct the reforecast 
experiments with this new scheme.

2. New potential source of seasonal predictability in 
the mid-latitude -Coastal Niño phenomena-
Coastal Niño (Niña) phenomena are becoming an interesting 

topic of climate research after the recent discovery of Ningaloo 
Niño (Niña) off the west coast of Australia and California Niño 
(Niña) off the west coast of California and Baja California (Fig. 
2), in addition to the well-known Benguela Niño/Niña off the 
west coast of Angola–Namibia. Since the ocean–atmosphere 
positive feedback responsible for the coastal warming (cooling) 
is to some extent similar to the equatorial warm (cold) event 
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called El Niño (La Niña), the term ‘‘coastal Niño (Niña)’’ is 
used. 

Besides the efforts to understand the mechanism of those 
coastal Niño/Niña events, exploring their seasonal prediction 
skill is equally important for various regional applications of 
climate information because they can be potential sources of 
seasonal predictability in the mid-latitude via their regional 
air-sea couplings. We found predictability of the Ningaloo 
Niño (Niña) and the California Niño (Niña), using a seasonal 
prediction system based on the Scale Interaction Experiment-

Frontier version 1 (SINTEX-F1) coupled ocean–atmosphere 
general circulation model (Doi et al. 2013[1]; Doi et al. 
2015a[2]). Also, we found that the rainfall predictability near 
the coastal region of Western Australia on a seasonal time scale 
was drastically enhanced after the late 1990s due to the frequent 
occurrence of the Ningaloo Niño (Doi et al. 2015b[3]).  Those 
studies may open a new door to the regional climate prediction 
in the mid-latitude, where the seasonal predictability is mostly 
related to the teleconnection from El Niño (La Niña) events.

3. Decadal climate variability over southern Africa 
(Morioka et al. 2015[4])
A recent study has reported that southern African rainfall 

undergoes a signifi cant bi-decadal variability, which is related 
to decadal sea surface temperature (SST) and sea level pressure 
(SLP) anomalies in the southern Indian Ocean. However, a 
detailed physical mechanism on the decadal climate variability 
in the southern Indian Ocean remains unclear. In order to fi rst 
examine the decadal SST variability in the southern Indian 
Ocean, we analyzed the observational and re-analysis datasets 
since 1982 when the satellite observation was initiated. The 
results show that decadal SST anomalies in the southern Indian 
Ocean are strongly associated with the overlying decadal SLP 
anomalies and both the anomalies originate in those propagating 
eastward from the South Atlantic. Next, we performed two 
series of 300-yr experiments by using the SINTEX-F2. In the 
control experiment, atmosphere and ocean is freely coupled, 
while in the South Atlantic experiment, the interannual 
SST variability in the South Atlantic is suppressed with the 
climatology of the control experiment. The control experiment 
reasonably simulates the observed eastward propagation of 
decadal SST and SLP anomalies from the South Atlantic, but 
in the South Atlantic experiment, the eastward propagation 
is not well simulated (Fig. 3). The comparison between the 
two experiments indicates that the decadal SST variability 
in the South Atlantic plays a vital role in the decadal climate 
variability over the southern Indian Ocean.

Fig. 1 Interannual anomalies of the 20ºC isothermal depth (m) along 
the equator (2ºS-2ºN average) from (a) the EN4 analysis data, 
(b) the SST-nudging scheme and (c) the new scheme with 
3DVAR correction. Positive (negative) values shows anomalously 
deeper (shallower).

Fig. 2 (a) SST anomalies in July 1991 show the occurrence of the California Niño. (b) SST anomalies in March 2011 shows the occurrence of the 
Ningaloo Niño.
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Fig. 3 Eastward propagating decadal SST (ºC) and SLP (hPa) anomalies 
simulated in the SINTEX-F2. The upper panels show the control 
experiment, while the lower panels show the South Atlantic 
experiment. Color indicates statistically significant anomalies 
and black shade corresponds to the South Atlantic.
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大気海洋結合大循環モデル SINTEX-Fを基盤とした全球規模のリアルタイム -アンサンブル季節予測システムを準リアル
タイムで運用し、毎月季節予測情報をメールやインターネットを使ってステークホルダーに配信した。2015年は、過去最大
級のエルニーニョ現象と正インド洋ダイポールモード現象が同時発生し、世界の至る処で天候異常を引き起こしたが、その
予測に成功した。アプリケーションラボのサイトや海洋研究開発機構のニュースサイトで、それら予測情報を世界に先駆け
て積極的に配信した。
それらの予測情報をより社会に役立てるため、気候予測情報をベースとした豪州の冬小麦の豊凶予測モデルを開発し、そ
の収量変動の分散の約２割が予測可能であることを示した。この成果は季節予測モデルが食糧安全保障において重要な役割
を担えることを実証したことになり、受託中の環境研究総合推進課題 [2-1405, 最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の
予測とその社会応用 ]に大きく貢献した。

SINTEX-Fによる 100kmスケールの季節予測情報を、南アフリカを対象に約 10km間隔の予測情報に力学的にダウンスケー
リングする技術を開発した。この成果は、SATREPS感染症課題 [南部アフリカにおける気候予測モデルをもとにした感染症
流行の早期警戒システムの構築 ]に大きく貢献した。

キーワード： 季節予測 , 社会応用 , 気候モデル , 力学的ダウンスケーリング , 農業

1.	 課題概要
“自然災害をもたらす現象の高精度な事前予測の実現
（第 3期中期計画前文）”に資するため、我々は、日欧協力
によって開発された大気海洋結合大循環モデル SINTEX-F
を基にした全球規模のリアルタイム -アンサンブル季節予
測システム”SINTEX-F季節予測システム”を開発した。
2005年から準リアルタイムで運用し、毎月季節予測情報
をメールやインターネットを使ってステークホルダーに
配信しており、現在までの実績から、世界でも高い信頼
を得ている（http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/
seasonal/overview.html）。このシステムを更に発展させる
ための基盤研究は別課題“海洋観測データを融合した確
率論的な数理季節予測システムの開発”で行っている。
それとは別に、本課題では、季節予測情報を“社会に利
活用可能な付加価値情報を創出するため（第 3期中期計
画５-② -ハ）”、オペレーション化させた季節予測システ
ムを準リアルタイムに運用し、その予測精度を検証する。
さらに、これら季節予測情報を“効果的に社会に還元す
る具体的な方法（第 3期中期計画 5-② -ハ）”について、
推進中の受託研究、共同研究と連携し発展させる『環境
研究総合推進課題［2-1405,最近頻発し始めた新しい自然
気候変動現象の予測とその社会応用］、SATREPS感染症
課題［南部アフリカにおける気候予測モデルをもとにし
た感染症流行の早期警戒システムの構築］、（独）農業環
境技術研究所との共同研究など』。

2.	 2015 年のエルニーニョ現象と正インド洋ダイポー
ルモード現象の同時発生の予測に成功

2015年の夏は、日本に冷夏をもたらす原因となるエル
ニーニョ現象と、猛暑をもたらす原因ともなるインド洋
のダイポールモード現象の正イベントが同時発生した。
SINTEX-F季節予測システムでは、それらの予測に見事に
成功し、多くのメディアに取り上げられた。さらにエル
ニーニョ現象については、2016年春から次第に減衰し、
2016年後半には逆にラニーニャ現象に取って代わられる
可能性が高いことを、2015年秋の時点でいち早く国際発
信した。これらは、アプリケーションラボのサイトや海
洋研究開発機構のニュースサイトで、積極的に配信し、
実社会に利活用可能な情報創出に貢献した。各サイトの
およそのアクセス数は以下の通りである。

a. 毎月更新する SINTEX-F季節予測情報 (http://www.
jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/seasonal/outlook.
html)-毎月平均約 8000アクセス（2015年度累計約
90,000アクセス）

b. JAMSTECニュース「予測通りにインド洋ダイポー
ルモード現象が発生か？－これからの季節はどうな
る？」2015年 7月 24日掲載

 http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20150724/
 累計約 8000アクセス

c. JAMSTECニュース「スーパーエルニーニョ現象のこ
れから～ 2016年後半にはラニーニャ現象が発生か～」



160

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

2015年 11月 4日掲載
 http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20151104/
 累計約 11,000アクセス
 以下でそれぞれについて詳しく解説する。

2.1	“スーパーな”エルニーニョ現象の予測
図 1aはエルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生して
いるかどうかを判断する際によく使われる指標 Niño3.4
（単位は °C）の時間推移を表している。指標 Niño3.4は、
熱帯太平洋東部で領域平均した海面水温がどのくらい平
年値からずれているか（偏差と呼ぶ）を示す数値である
「Niño3.4」が 0.5°Cを超える期間が一定以上続く場合にエ
ルニーニョ現象が発生していると見なすことができる。

2015年の春過ぎから「Niño3.4」は 0.5°Cを超え、その
後急速に発達し、8月は 2°Cを超えるまでに至った。春
過ぎに熱帯太平洋に出現したエルニーニョ現象が、夏か
ら秋にかけて急速に発達し、非常に強い規模まで発達し
たことが解る。2015年のエルニーニョは、1982/83年や
1997/98年の極めて強いエルニーニョ現象に匹敵する規模
で、“スーパーな”エルニーニョと呼ぶ研究者もいる（あ
るいは SF映画の影響で米国等ではゴジラエルニーニョと
も呼ばれて注目された）。

SINTEX-Fによる予測シミュレーションでは複雑な自然
現象の不確定性を考慮するために、初期値やモデル設定
を僅かに変えた予測実験を 9回実施している（アンサン
ブル予測と呼ぶ）。2015年 5月 1日を初期値として行った
SINTEX-Fシステムによる予測実験では、Niño3.4が 8月
には、9アンサンブルの内 6つ（約 70%の確率）で 2°C
を超えると予測していた。従って、今年のエルニーニョ
現象が「スーパーエルニーニョ」と言われるまで強く成
長することを予測することに成功したと言える。
また 10月 1日からの予測では、初冬に極大を迎えた
スーパーエルニーニョ現象が冬の終わりから急速に勢力
を弱め、2016年の後半には逆のラニーニャ現象が発生す
ること予測した。世界の現業予報機関は半年から 1年程

度先のエルニーニョ予報を実施しているが、SINTEX-F予
測システムではエルニーニョ・ラニーニャ現象を 2年前
から予測する性能があり（Luo et al. 2007[1]）、世界で唯
一 2年先のエルニーニョ予測情報を毎月配信している。
1997年のスーパーエルニーニョ現象は、1998年の春に急
激に衰退し、1999年 1月にはラニーニャ現象が発生した。
SINTEX-Fはその予測にも成功した実績があり、2015年
のスーパーエルニーニョ現象が 2016年の終わりにラニー
ニャ現象に位相シフトする予測の信頼性が高い。一連の
成果は JAMSTECニュース「スーパーエルニーニョ現象
のこれから～ 2016年後半にはラニーニャ現象が発生か～」
（2015年 11月 4日掲載）で発表した。

2.2	 正のインド洋ダイポールモード現象の予測
インド洋にもエルニーニョ現象に匹敵する重要な気候
変動現象が存在する。インド洋ダイポールモード現象と
呼ばれる現象で、正のイベントが発生すると、熱帯イン
ド洋の西部で海面水温が平年に比べて暖かく、東部で冷
たくなる（負のイベントでは逆）。図１bはインド洋ダ
イポールモード現象の発生を判断するのに使われる指標
DMIの時間推移を表している。DMIは熱帯インド洋西部
と東部の海面水温偏差の差で定義され、エルニーニョ現
象の指標と同様に、DMIが 0.5°Cを超える期間が一定以
上続く場合に正のイベントが、逆に -0.5°Cを超える期間
が続くと負のイベントが発生していると見なす。今年の
７月の終わりから 8月にかけて正のインド洋ダイポール
モード現象が発生したが、SINTEX-Fシステムはその予測
にも成功した（図 1b）。2015年 5月 1日を初期値として行っ
た SINTEX-Fシステムによる予測実験では、インド洋ダ
イポールモード指標が 8月には、9アンサンブルの内 5つ）
（約 60%の確率）で 0.5°Cを超えると予測していた。一連
の成果は JAMSTECニュース「予測通りにインド洋ダイ
ポールモード現象が発生か？－これからの季節はどうな
る？」2015年 7月 24日掲載で発表した。

図 1 (a) Niño3.4の推移。黒が観測データ、緑が 2015年 5/1時点の SINTEX-Fによる予測値（細線 ;各アンサンブルの予測値、太線 ;
アンサンブル平均値）。青は 2015年 10/1時点、赤は 2016年 2/1時点の予測値。(b) aと同様だが、DMIについて。
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3.	 気候予測情報をベースとした豪州の冬小麦の豊
凶予測
気候変動の予測情報をより社会に役立てるため、気候予
測情報をベースとした豪州の冬小麦の豊凶予測可能性を
調べた。最近 30年間のオーストラリアの冬小麦収量の年々
変動を調べ、インド洋ダイポールモード現象が、エルニー
ニョ現象やエルニーニョモドキ現象よりも収量に強い影
響を及ぼすことを世界で初めて明らかにした（図 2）。正
のインド洋ダイポール現象が発生した年には、収量は平
均的に約 30%減少し、逆に負のイベントが発生した年に
は収量は平均的に約 10%増加する傾向にある。
冬小麦収量の年々変動 y’は 4-5月平均のインド洋ダイ
ポールモード指標 DMIの値（DMIo-AM）を観測データから
得ることで、収量変動の 14.5%が以下の関係式で予測可
能であることを明らかにした。

y’ = -0.7 – 2.57* × DMIO – AM, (2)

また、SINTEX-F季節予測システムを使って、4/1から
9-11月平均の DMI値を予測（DMIp-SON）することで、収
量変動の分散の 15.3%が以下の関係式で予測できること
見出した。

y’ = -0.6 – 12.2* × DMIP – SON, (3)

6-8月平均のエルニーニョモドキ指標 EMIと 11月 -翌
年 2月平均のエルニーニョ指標 Niño3も SINTEX-F季節
予測システムを使って 4/1から予測し、上記の式に線形回
帰で加えたところ収量変動の分散の 17.7%を予測できた。
オーストラリアの冬小麦の豊凶予測にはインド洋ダイ
ポールモード現象の発生予測の成功が鍵であることがわ
かった。一連の成果は季節予測モデルが食糧安全保障に
おいて重要な役割を担えることを実証したことになる。
（Yuan and Yamagata 2015[2]）として Nature社の Scientifi c 
Reportsで発表し、受託中の環境研究総合推進課題［2-1405,
最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測とその
社会応用］に大きく貢献した。 

4.	 力学的ダウンスケーリング手法の開発
SINTEX-F予測システムで得られる 100kmスケールの

季節予測情報を、WRF領域モデルで、南アフリカに対し
て約 10kmスケールの予測情報に変換する力学的ダウンス
ケーリング手法を開発した。
南アフリカを対象とし、SINTEX-F2季節予測システム
のアウトプットを数 10kmから数 km間隔で 、湿度、気温、
日射量等を力学的にダ ウンスケーリング し、詳細な予測
情報を作成することに成功した。南アフリカにおける感
染症流行にとって重要な南半球の夏（12-2月平均）の降
水量を 11/1から予測した場合の予測スキルを、雨量観測
データを用いて検証した（図 3）。SINTEX-F2システムに
よる予測値（絶対値）をWRF大気領域モデルに代入し力
学的ダウンスケーリング（WRFsint）すると、経年変動の
予測スキルが南アフリカ中央部で大幅に向上した。一方
で、マラリアが流行する南アフリカ北東部のリンポポ州
での予測スキルは向上しなかった。そこで、SINTEX-F2
システムによる予測値の気候値に見られるシステマ
ティックなバイアス（気候ドリフト）を補正し、力学的
ダウンスケーリング（WRFsintcorr）すると、リンポポ州
での予測スキルが向上することを確認した。この成果は、
SATREPS感染症課題［南部アフリカにおける気候予測モ
デルをもとにした感染症流行の早期警戒システムの構築］
に大きく貢献した。以上の成果は（Ratnam et al. 2016[3]）
として国際専門誌 J.Climateで発表した。

謝辞	
SINTEX-F予測システムのプロトタイプ開発に Jing-Jia 

Luo博士、Sebastian Masson博士、佐々木亘博士、および
欧州の共同研究者（INGV/CMCC, L’OCEAN, and MPIのモ
デリングチーム）に多大なる貢献をして頂いた。本研究
は環境研究総合推進費（2-1405:“最近頻発し始めた新し
い自然気候変動現象の予測とその社会応用”）や、AMED-
JICAが推進する SATREPS感染症課題［南部アフリカに
おける気候予測モデルをもとにした感染症流行の早期警
戒システムの構築］の補助を受けている。

図 2 オーストラリアの冬小麦の収量の年々変動のパーセンテージ（オレンジ色の棒グラフ）と IOD（赤線）、ENSO（青線）、ENSO 
Modoki（灰色線）の指標。比較を見やすくするために、図では IOD（赤線）、ENSO（青線）、ENSO Modoki（灰線）の指標値は
15倍にしている。
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図 3 南半球の夏（12-1月平均）の降水量を 11/1から予測した場合の予測スキル。観測と予測値（アンサンブル平均）の相関係数の水
平図。値が 1に近い程予測精度が高い。左が SINTEX-F2システムの結果、中が SINTEX-F2システムによる予測値（絶対値）を
WRF大気領域モデルに代入し力学的ダウンスケーリング（WRFsint）した結果、右が SINTEX-F2システムによる予測値の気候
値に見られるシステマティックなバイアス（気候ドリフト）を補正し、力学的ダウンスケーリングした結果（WRFsintcorr）。
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1. Prediction of the super El Niño and the positive 
Indian Ocean Dipole in 2015 
Figure 1a shows monthly averaged time series of the El Niño 

Index (Niño3.4: SST anomalies averaged over 150º-90ºW and 
5ºS-5ºN, ºC). Niño3.4 developed rapidly from May 2015, and 
reached above 2 °C in August 2015. Some researcher called the 
extremely strong event as “super” El Niño. The SINTEX-F1 
system successfully predicted the occurrence of the super El 

A Real-time APL Model Ensemble Seasonal Prediction 
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We have been conducting seasonal predictions every month using the SINTEX-F1 seasonal prediction system on the Earth 
Simulator and providing a real-time outlook of seasonal to interannual climate prediction on our website (http://www.jamstec.go.jp/
frcgc/research/d1/iod/e/seasonal/outlook.html). In 2015, an extremely strong El Niño event and a positive Indian Ocean Dipole event 
co-occur and influence on abnormal weather and climate in the world. The SINTEX-F system successfully had predicted it and the 
information was provided on our websites and the JAMSTEC news sites. 

Beyond the climate variables predictions, we also explored the seasonal predictability of the Australian wheat yield variations 
based on the SINTEX-F seasonal prediction, and found that about 20% of the observed year-to-year wheat yield variances is 
predictable from the April 1st initialization. 

In an attempt to provide about 10 km-scale forecast of the austral summer precipitation over South Africa, we developed the 
dynamical downscaling system of SINTEX-F2v forecasts (100 km-sclae) using the WRF model. It successfully improved the skill 
scores of summer rainfall over South Africa.

Keywords: Seasonal Prediction, Societal Application, Climate Model, Dynamical Downscaling, Agriculture 

Niño in the August from the 2015 May 1st initialization. 
In the boreal summer of 2015, the positive Indian Ocean 

Dipole co-occurred with the super El Niño. This is also 
successfully predicted by the SINTEX-F1 system from the 2015 
May 1st initialization (Fig. 1b).  

Those information was provided on our website and the 
JAMSTEC News Site.

- SINTEX-F seasonal outlook on “http://www.jamstec.go.jp/

Fig. 1 (a) Niño3.4 (°C). Blue and red lines indicate observation and the prediction from the 2015 May 1st initialization (9 ensemble mean predictions 
in red, and each ensemble prediction in gray). (b) Same as (a), bur for the Indian Ocean Dipole Index (SST difference between the western and 
eastern Indian Ocean. Unit is °C). 
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frcgc/research/d1/iod/e/seasonal/outlook.html”
- JAMSTEC News “Future outlook for Super El Niño-Signs 

of La Niña in late 2016 ” http://www.jamstec.go.jp/e/
jamstec_news/20151104/

- JAMSTEC News “Signs of  Indian Ocean Dipole 
Emergence As Predicted

- Prospects of the coming season ” http://www.jamstec.go.jp/
e/jamstec_news/20150724/

2. Prediction of the Australian Winter Wheat 
Yields based on seasonal climate prediction (Yuan 
and Yamagata 2015[1])
Impacts of the Indian Ocean Dipole (IOD), two different 

types of El Niño/Southern Oscillation (ENSO): canonical 
ENSO and ENSO Modoki, on the year-to-year winter wheat 
yield variations in Australia have been investigated (Fig. 2). 
It is found that IOD plays a dominant role in the recent three 
decades; the wheat yield is reduced (increased) by −28.4% 
(12.8%) in the positive (negative) IOD years. The predicted 
September-November IOD indices by the SINTEX-F ocean-

atmosphere coupled model initialized on April 1st just before 
the sowing season explain about 20% of the observed year-
to-year wheat yield variances. The present study may lead 
to a possible scheme for predicting wheat yield variations in 
Australia in advance by use of simple climate mode indices.

 

3.  Improvements to the WRF Seasonal Hindcasts 
over South Africa by Bias Correcting the Driving 
SINTEX-F2v CGCM Fields (Ratnam et al. 2016[2])
In our pursuit to improve the seasonal forecasts over South 

Africa, we carried out dynamical downscaling of the 1-month-
lead SINTEX-F2v CGCM forecasts using the WRF Model. To 
do away with the systematic biases of the SINTEX-F2v CGCM 
we configured an experiment wherein the WRF Model was 
forced by the mean bias-corrected SINTEX-F2v CGCM fi elds. 
The mean bias correction was to replace the SINTEX-F2v 
6-hourly climatology with the corresponding 6-hourly ERA-
Interim climatological fi elds. But the evolution of SINTEX-F2v 
anomalies remained the same in both experiments. Evaluation of 
the anomaly correlation coeffi cients (ACC) between the model 

Fig. 2 Time series of the year-to-year anomalous percentages (%) of the Australian winter wheat yields with the three-month-running mean indices 
of IOD (DMI, red line), canonical ENSO (Niño3, blue line) and ENSO Modoki (EMI, gray line). The September-November DMI (red, ˚C), 
November-January Niño3 (blue, ˚C) and June-August EMI (gray, ˚C) are superimposed after multiplied by 15. Years in the X-axis denote the 
years when the wheat is sowed.

Fig. 3 (a) ACC of the ensemble mean SINTEX-F2v forecast anomalies with respect to the observational data of the GPCP. (b) As in (a), but for the 
ACC of the WRF forecast anomalies driven by SINTEX-F2v. (c) As in (b), but for the ACC of the WRF forecast anomalies driven by the bias 
corrected SINTEX-F2v. 
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forecast anomalies and the verifying datasets showed that the 
WRF Model driven by the bias-corrected SINTEX-F2v fields 
had the higher skill in precipitation forecast compared to both 
the SINTEX-F2v and the WRF Model forced by the uncorrected 
SINTEX-F2v fields (Fig. 3). 
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全球雲解像モデルを用いた熱帯シームレス予測のための基盤的研究
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本プロジェクトは、これまで雲を直接計算する発想のもとで雲・降水現象のスケール間相互作用の表現や大気のモデ
リング精度を格段に向上させた全球雲解像モデルを海洋モデルと結合させることで、世界初となる雲対流プロセス解像
型の季節内 -季節予測（シームレス予測）を実現するためのモデル基盤を構築することである。平成 27年度の主な成果は、
大気モデル NICAMと海洋モデル NEMOをカップラー（OASIS3-MCT）を介して結合させるための各要素モデルの編集・
調整を行ったこと、地球シミュレータ上の計算のためのプログラムやスクリプト、ライブラリ環境等の調査・調整を経て、
結合計算を地球シミュレータ上で実施したことである。

キーワード： 熱帯シームレス（季節内 -季節規模）予測 , 全球雲解像海洋結合モデル

1.	 研究目的
全球の雲・降水現象の季節内から季節規模の予測精度
向上は、シームレス予測として気候と天気を統合的に扱
う次世代モデル研究開発の重要課題とされている。本研
究では、雲・降水現象のスケール間相互作用の理解を主
軸とし、世界初となる雲対流プロセス解像型の熱帯季節
内 -季節予測を行うための大気海洋結合モデルの構築等の
基盤的研究を行うことを目標とする。具体的には、以下
の 2つを行う。

1.1	 季節内－季節規模予測モデル基盤構築
<予測高度化に必要な大気海洋結合等の実現>
数週間から数か月先までの数値天気予報の延長予測可
能性や気候変動に関するメカニズムの理解を季節規模ま
で拡大させるためには大気海洋結合が必要となる。全球
雲解像計算は、従来の全球モデルが直面している最大の
困難である雲のパラメタリゼーションによる不確定性を
抜本的に解決する手法であり、かつ大気の詳細なプロセ
スを解像することで、季節内規模の大気擾乱の計算に飛
躍的な進歩をもたらした。本研究は、このモデルを海洋
と結合させた大気海洋結合雲解像のプロトタイプモデル
を開発することで、熱帯の季節規模への計算と予測の基
盤構築に挑む。さらに、大気データ同化を実装し大気擾

乱の予測可能性の研究開発の準備を行うことで、次世代
型のシームレス予測基盤を構築する。

1.2	 国際プロジェクトとの連携
<地球シミュレータの発展的活用と大気海洋研究の新た
な価値創造>
海洋モデルを結合させた全球雲解像計算において雲を
精度よく再現し、関連するプロセスを解明することは、
本研究の独自の特徴であり、世界最先端に位置づけられ
るブレークスルーをもたらす可能性がある。実際、当グ
ループで開発した大気モデルは、モデルの高度化や改善
を重ね、着実に成果を上げてきており、昨年開始された
WMO S2S（季節内から季節規模）予測プロジェクトの一
環として、本課題研究内容の貢献が要請されている。今後、
機構内の季節内～季節予測の目標を共有するモデルとも
連携し、シームレス型予測研究を軌道にのせ、機構内お
よび国内外の関連研究開発の発展と国際プロジェクトへ
の貢献を目指す。本研究ではその基盤固めとして、モデ
ル構築や調整、予測やデータ可視化技術等の検討を地球
シミュレータを徹底的に活用して実施するものである。

2.	 研究内容と目標
現在の計算機性能において可能な限り雲・降水過程を
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正確に計算する全球大気モデルと高解像度の海洋モデル
を結合させたモデルの構築と結合系の評価・調整を行う
（目標とする水平解像度は大気 14km,海洋 25km）。熱帯の
季節内 -季節規模の気候場や擾乱の予測を目指し、数日か
ら季節内規模を対象とした試験計算と季節内規模の結合
系の評価を行うことでプロトタイプ結合モデルの構築と
予測やアプリケーション研究の準備を行う。具体的には、
季節内規模の熱帯現象の予測精度向上をねらいとする技
術開発（大気データ同化）と試験、および高解像度の全
球大気データから高度な科学的情報を抽出するための可
視化手法開発も行う。
見込んだ成果としては、地球の気候変動予測の要とな
る熱帯の擾乱（季節内変動 /MJO、雲クラスター、台風など）
や雲・降水現象を対象として、予測の根拠となるプロセ
ス解明の飛躍的再現性向上をねらう。従来の研究により
全球の雲を直接計算する雲解像モデルの有効性は知られ
ていたが、全球雲解像大気海洋結合がこれらの現象に与
える影響は未解明である。本研究グループでは全球雲解
像モデル NICAMを用いて多数の熱帯擾乱再現に成功した
実績があり、MJOや台風発生におけるスケール間相互作
用メカニズムを解明したりすることを通じて、従来型の
気候モデルで得られない科学的知見を示してきた。たと
えば、MJOの発生や位相進行、台風強度予測における大

気海洋結合の重要性は断片的に指摘されているが、本課
題で開発する全球雲解像大気海洋モデルの構築により包
括的理解が可能となる。この新しいタイプのモデルから
天気・気候予測の根拠を得ることは国際的プロジェクト
WMO S2Sにおける主要テーマとされており、NICAMか
らの貢献が期待されている。これらのプロジェクト課題
にも沿う形で、季節内 -季節規模予測の基盤構築を世界に
先駆けて行い、将来的な運用をめざすにあたってのシー
ムレス予測の科学的・技術的課題の明確化と高度な情報
創生を実現することである。

3.	 報告
現在、新 ESへ、大気海洋結合モデルの移植と調整を実

施中である。結合に用いる海洋モデル（NEMO3.6）とカッ
プラー（OASIS3-MCT）とも今年度更新された版を導入
している。昨年度は旧 ESにおいて動作調整を行ったが、
新 ESへの移植にあたり、新たにプログラムや動作環境の
調整等が必要であることがわかった。
モデル移植が完了した際には、旧 ESの報告書に記述し
た版と比較して、計算性能の向上等が期待される。年度
末までにモデルを動作させ、計算性能を中心とした測定
結果や、海面温度などの物理場の分布等について、昨年
度用いた結合版との比較結果が得られた。

図 1 本年度の研究範囲
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The	goal	of	this	project	is	to	create	a	seamless	modeling	platform	for	future	Sub-seasonal-to-Seasonal	(S2S)	prediction	research,	
with its main calculation framework consisting of global cloud-resolving model and high-resolution ocean model. Its notable 
characteristic is to serve as a new-type of process-resolving prediction in which dynamical and thermos-dynamical processes related 
to meso-scale cloud and precipitation in the atmosphere are explicitly calculated and evaluated responding to or interacting with the 
underlying ocean phenomena on wide-ranging scales. The one of the most important results in FY2016 is development the coupler 
OASIS3-MCT which connects between the atmosphere model NICAM and the ocean system model NEMO. To execute the coupler 
model simulation on the Earth Simulator, the sub programs, scripts, library environment are developed.

Keywords:	 sub-seasonal	to	seasonal	(S2S)	seamless	prediction,	global	cloud-resolving	atmosphere	and	ocean	coupled	model.

Recent drastic progress in the weather and climate research 
with high-resolution atmospheric models have matured to the 
extent that identification of extended predictability and more 
accurate magnitude and behavior of climate variability over meso- 
and synoptic-scale processes is necessary under atmosphere-
ocean interactive framework. One facet of putting this issue into 
international collaborative project is WMO Sub-seasonal to Seasonal 
(S2S)	project	that	is	mainly	driven	by	Operational	communities	for	
sharing and overcoming the common issues of interest.

In response to the movement and to exhibit originality of the 
specific	strength	of	global	cloud-resolving	model	(GCRM)	that	
were demonstrated through many years of ES- and ES2-based 
project, we started a development of seamless prediction system 
that	is	based	on	a	new	coupled	framework	consisting	of	GCRM	
and global high-resolution ocean model. The aim of this project 
for FY2015 is to create the coupled model with the main efforts 
devoted to the adjustment of the codes for realizing a dynamically 
consistent	coupling	between	atmospheric	model	(NICAM)	and	an	
interface	of	ocean	model	(NEMO	v3.4)	-	coupler	(OASIS3-MCT)	
combination on ES.

Many kinds of model adjustment and investigation of 

the relevant environment setting for ES were needed for the 
coupling development and test runs. Some important works 
include:	modifications	of	subroutine	in	NICAM	and	NEMO	for	
controlling coupling variables that are supposed to be sent and 
received between atmosphere and ocean models to keep budget 
consistency, and interface configuration adjustments in the 
subroutines	for	the	coupler	(OASIS3-MCT)	function;	creation	of	
job	script	for	ES	run;	investigation	of	compiler	options	and	library	
environment	for	the	specific	coupler	and	ocean	model	operation.

As a basic outcome for the model development, the performance 
of test run was checked by investigating if the dynamical coupling 
and coupling variables were processed and obtained as expected. 
As	a	first-step,	the	coupled	model	was	found	to	work	suitably.

The aim of the test calculation remains a preliminary check of 
the	dynamical	coupling,	and	we	need	further	analysis	to	confirm	
if the coupling yielded the suitable physical budget through, for 
example, appropriate flux transport between the ocean and the 
atmosphere.  In addition, it is important to improve the treatment 
of model-coupler interfaces or coupler-associated workflow 
options to assure more smooth and suitable spatial interpolation 
for consistent transport of variables.
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先端的データ同化システムの開発と再解析データの作成 
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高解像度海洋データ同化システムおよび大気海洋結合データ同化システムの改良を行うとともに、定期的にデータ同化お
よびその結果を初期値とした予測を行うためのシステム開発を行った。

キーワード： 海洋大循環モデル , 大気海洋結合モデル , データ同化 , 再解析

1. はじめに
本課題ではデータ同化システムの改良とデータ同化シ
ステムを用いた統合データセットの作成、さらにそのデー
タの活用にむけた研究開発を行うことを目的としている。
データ同化システムとしては地球情報基盤センターで開
発を行っている高分解能海洋大循環データ同化システム
および大気海洋結合データ同化システムを用いており、
それぞれ海洋環境予測とその水産への応用と、エルニー
ニョの予測実験の結果について報告する。

2. 高解像度海洋環境解析システム
海洋環境の予測とその水産分野への応用のための海

洋環境解析システム SKUIDs（Scalable Kit of Under-sea 
Information Delivery System）の開発を行った。このシス
テムは気象庁気象研究所で開発された 4次元変分法デー
タ同化システムMOVE-4DVAR[1]をベースに、準現業的
な解析予報サイクルとデータ配信を想定した後処理シス
テムからなっており、本年は中央太平洋域のアカイカ夏
漁に対する情報配信のためのデータ作成を行った。図 1
は SKUIDsの計算領域を示しており、北太平洋領域（NP）
については 1/2°、中央太平洋領域（CNP）は 1/12°の水平
解像度である。
本システムは作業の大半が自動化されており、準現業
的な運用を容易に行うことが可能であることを利用し、夏

イカ漁がおこなわれる 4-8月の 4ヶ月間運用実験を行った。
解析サイクルとしては 2週間のデータ同化期間と 3週間
の予報からなっており、このサイクルを毎週 1回行った。
図2に解析結果の一例として300m水温の分布を示すが、

特に領域の西側で活発な渦活動が見られており、このよ
うな構造が漁場形成に必要であることが知られているの
で、効率的な漁場探索に有益な情報である。

図 2 2015年 4月 10日の 300m深水温分布。

この水温分布などを活用し、漁場推定のための好適生
息域推定（HSI）モデルを作成した。図 3は 4/10におけ
る好適生息域の分布である。領域の中央付近 40°Nに存
在するフロント域とその周辺の渦構造に関連し好適漁場
がよく推定されている。
このシステムでは 1週間ごとに 3週間先までの予測を

図 1 SKUIDsの対象領域。
図 3 2015年 4月 10日の好適生息域の分布。
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行っており、その予測性能についても評価を行った。図 4
は 100m深水温についての予測値と解析値の RMS差を予
測日数に対して示したものである。また、比較のために
予測開始日の解析値との RMS差についても示している。
この図で示された通り、予報精度は 1週間先くらいま

ではほぼ線形で増加しているがそのあとはやや頭打ちに
なっている。このことからおよそ 1週間程度は意味のあ
る予測ができていることが推測されるとともに、持続予
報の誤差と比べると約半分程度となっており、変動の大
きさと比べると十分な精度があると考えられる。
今後はこのシステムの性能をより定量的に評価するた
めに、過去にさかのぼって解析・予測を行うことを予定
している。また、中央太平洋を対象としたこのバージョ
ンは比較的計算機負荷も低いため、データ同化手法の改
良や生態系モデルの結合などの拡張に関するテストベッ
トとして活用するとともに、他の海域への適用も行う予
定である。

図 4 100m深水温の予報値と解析値の RMS差（黒）と初期値と
解析値の RMS差（灰）。

3. 大気海洋物理低次生態系結合データ同化システム
昨年度までに、ES2を用い、グループで開発・維持し
ている 4次元変分法大気海洋結合データ同化システムに
簡単な海洋低次生態系モデルを組み込んだものを用いて、
大気・海洋・低次生態系の 3圏統合解析・予測データセッ
トを 2010-2014年の 5年分作成した。今年度は、新しい
ESに上記システムを移植し、最新の観測データを用いる
ことで 2015年分の 3圏統合データセットを新たに作成し、
データ期間を 2010-2015年の 6年間に拡張した。図 5は、
2015年 8月における全球海面水温偏差分布を観測値と比
較したものである。エルニーニョのパターン、正の PDO
（北太平洋十年規模振動）パターンがよく再現できている。
図6は2015年の3ヶ月同化結果を使ったNINO3.4インデッ
クスの 2年アンサンブル予測を示す。過去最大級と言わ

れる今年のエルニーニョをかなりよく予測できている。

図 5 2015年 8月における海面水温偏差の分布。（上）データ同
化システムによる解析値、（下）観測データ。

図 6 Nino3.4領域における水温偏差の予測結果。緑丸が観測デー
タ、実線はアンサンブル予測結果。

4. まとめ
高解像度海洋データ同化システムおよび大気海洋結合
データ同化システムの改良を行うとともに、定期的にデー
タ同化およびその結果を初期値とした予測を行うための
システム開発を行った。得られたデータセットは例えば
水産分野への活用など様々な応用的な利用に向けた解析
を行った。

文献
[1] Usui, N., Y. Fujii, K. Sakamoto, and M. Kamachi. 

(2015): Development of a Four-Dimensional Variational 
Assimilation System for Coastal Data Assimilation around 
Japan. Monthly Weather Review, 143, 3874-3892.



173

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

1. Introduction
The purpose of this theme is to develop the data assimilation 

systems for high-resolution ocean general circulation model 
and atmosphere-ocean coupled model. These data assimilation 
systems are operated to produce the synthesis dataset regularly 
These products are used for ocean forecasting and application 
for fisheries.

2. High resolution ocean data assimilation system 
We have developed the data assimilation and prediction 

system for the ocean environment named SKUIDs (Scalable 
Kit of Under-sea Information Delivery System). This system 
are based on the data assimilation system MOVE-4DVAR 
developed at Meteorological Research Institute, Japan 
Meteorological Agency [1], and pre- and post- system for 
operational use for data delivery. In this year, the assimilation 
and prediction data set are obtained for fisheries of flying neon 
squid in central Pacific region.

Development of a 4D-VAR Data Assimilation System for 
Advanced Reanalysis Dataset

Project Representative

Yoichi Ishikawa Center for Earth Information Science and Technology, Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology
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Data assimilation systems for high-resolution ocean general circulation model and Atmosphere-Ocean coupled model are 
developed. We also developed operational system to derive the data assimilation and forecasting products for these data assimilation 
systems.

Keywords: Ocean general circulation model, Atmosphere-ocean coupled model, Data assimilation, and reanalysis

The derived data set shows a vigorous eddy activity, which is 
important to form the good fishing ground and the information 
is used for the fisheries. Prediction Skill of the system is also 
examined to evaluate the effectiveness of data assimilation. The 
RMS difference of the forecast results and assimilation results is 
about the half of the difference between persistence prediction 
and assimilation results. In addition, these values increases 
linearly until 1 week so that our prediction system shows the 
significant skill of the prediction within 1 week.

3. Atmosphere-ocean coupled data assimilation 
system 
Data assimilation system for Atmosphere-ocean coupled 

model have been developed in our group, we have made 
reanalysis data set from 2010 to 2014 and we have examined the 
prediction skill of the ENSO events until last year. In this year, 
we have made the data set for 2015, and we have demonstrated 
the data assimilation and prediction for the El Nino events in 
2015.
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全球非静力学モデルを用いた高解像度計算による気象擾乱の発生・
発達メカニズムとその予測可能性に関する研究
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本課題では、アジア域および世界各地に災害をもたらす日内から季節程度の気象現象（台風、熱帯波動、マッデン・ジュ
リアン振動、モンスーンなど）について、全球非静力学モデル（NICAM）を用いた高解像度数値計算を行うことにより理
解を深めることを目的とする。特に、海洋変動（海面水温分布やエルニーニョ現象等）の環境場としての影響を重点的に調
べる。課題の特色として、JAMSTECの携わる集中観測を主な対象とし、観測・計算データを総合的に活用して現象の理解
やモデルの検証を行う。H27年度は、地球シミュレータ上に NICAMを用いた全球高解像度の予測システムを構築し、11－
12月に実施された海大陸域集中観測「Pre-YMC」において実利用を行った。観測期間中に見られた主な現象に関する予測計
算の結果やその評価について概要を報告する。また、2011年に実施された国際集中観測「CINDY2011」期間に発生したマッ
デン・ジュリアン振動事例の発生・発達および東進機構に関する海面水温変化の季節進行の影響に関して NICAMを用いた
アンサンブル計算により得られた新たな見解を提示する。

キーワード： 全球非静力学モデル , 熱帯気象予測 , 熱帯集中観測 , マッデン・ジュリアン振動 , 海大陸

1.	 研究目的
本課題では、アジア域および世界各地に災害をもたら
す日内から季節程度の気象擾乱・変動現象（台風、熱帯
波動、マッデン・ジュリアン振動 [MJO]、モンスーンな
ど）について、全球非静力学モデル（NICAM; Satoh et al. 
2014[1]）を用いた高解像度数値計算を行い、発生・発達
のメカニズムや相互関係を明らかにすることを目的とす
る。NICAMは雲・降水に関する物理プロセスを詳細に計
算する全球モデルであり、上記のような様々な時空間ス
ケールの雲・降水を伴う激しい擾乱の内部構造や相互作
用の調査に適している。JAMSTECおよび連携研究機関に
おいて開発が進められ、これまでに地球シミュレータを
用いた計算により世界的な研究実績を積んでいる。本課

題では、特に気象擾乱の環境場となる海洋変動（海面水
温分布など）の影響を重点的に調べる。JAMSTECの観測
計画を対象とする計算を行い、観測・モデルデータを総
合的に用いた現象理解およびモデルの検証を行うことに
より、中期計画の達成を推進する。

2.	 本年度の成果
2.1	 夏季アジア域の季節内予測計算
夏季アジア域では、モンスーンの開始や活動の変調、

夏季季節内擾乱（BSISO）、熱帯波動擾乱などが相互に
影響を及ぼし合い、それらを背景として台風や集中豪雨
等の激しい現象が発生する。特に、BSISOはその周期性
や影響範囲の広さから気象予測において重要視されてい
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る。BSISOや台風の発生予測に関する知見を深めるため、
NICAMを用いた予測計算システムを構築し（2.2におい
て運用）、2015年夏季を対象とする 1か月計算を行った。

2015年の 6月後半には非常に強い BSISO現象があり、
その対流活発期に台風 9-11号が連続発生した。図 1に下
層東西風の時間変化および 7月 4日の水平分布を示す（等
値線は渦度）。BSISOに伴う西風の強化と東進、その西風
域での渦擾乱の発達が確認できる（図 1a, c）。全球 14km
格子の NICAMによる 6月 18日を初期値とした再現計算
では BSISOに伴う西風の強化やその東端での渦擾乱の発
生が概ね再現されており（図 1b）、計算初期日から 16日
目における複数の台風の発生が捉えられている（図 1d）。
この結果は全球高解像度数値計算により 2－ 3週間までの
台風発生の予測可能性が期待される（Miura et al. 2007[2]; 
Nakano et al. 2015[3]）という主張に新たな論拠を加える。
問題点として、渦擾乱の発達が特に積分初期に過多とな
る傾向（図 1b）や西風の軸の北偏バイアス（図 1d）も確
認された。

2.2	 集中観測 Pre-YMC予測計算
海大陸は地球上で最も対流活動が活発な地域の 1つで

あり、その気象・気候への影響はアジアをはじめ地球規
模に及ぶ。そこで、数多くの研究が行われてきたが、未
解決の課題が多い。その主たる原因として、急峻な地形
や局所循環の影響を受けた日周期変動から、エル・ニー
ニョ現象やインド洋ダイポール現象など数年周期の大気
海洋変動まで、異なる時空間スケールの現象が複雑に重
なり合い、モデルによる再現や予測が難しいことが挙げ
られる。また、観測データの稀少性も大きな問題である。
海大陸の多重スケール・多重プロセスの現象理解を目標
に、H27年 11-12月にスマトラ南西において JAMSTEC
中期計画の一環として「Pre-YMC」集中観測が実施され
た。Pre-YMCモデル班の活動として、全球 7km格子を
用いた 1週間予測および 14km格子を用いた 1か月予測
を ES上で毎日行い、計算結果をインターネット（http://
www.jamstec.go.jp/ymc/jpn/campaigns_files/nicam/nicamj_
gl10_20151114.html）や電子メールを介して観測現場に配
信した。また、週 1回開催されるテレビ会議において概

図 1 (a, c) NCEP Final analysisおよび (b, d) NICAMを用いた再現計算（6月 18日初期日）における 850hPa東西風速の (a, b) 時系列（0-10N
平均値）(b, d) 7月 4日の水平分布（日平均値）。等値線は渦度。
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況と予測結果に関する報告を行った。NICAMを用いた予
測計算を行うことにより、熱帯インド洋から西太平洋に
わたる広域における、季節～季節内スケールの変動を踏
まえて現場の実況を把握し、情報共有することができた。
海洋変動の気象擾乱へのインパクトを把握することを念
頭に、海面水温（SST）の設定について 7km格子計算で
は 2メンバー、14km格子では 3メンバーのアンサンブル
とした。図 2に 11月下旬から 12月にかけての下層東西
風の時間変化を示す。1か月予測では、11月までインド
洋上に停滞していた西風域の 12月半ばの急速な東進が、
約 2週間前から捉えられていた。アンサンブル計算の比
較から、2～ 3週間目から予測結果の分散が大きくなりア
ンサンブルの重要性が高まることが分かった。また、SST
の違いの影響は（図 2b, c）、初期日の違いによるばらつき
（図 2c, d）に比して有意でないことが示唆される。海大
陸において卓越する日周期変動に関しては、7km格子モ
デルの計算では、スマトラ域の地形や局地循環を反映し
た日変化の特徴が大よそ再現されるものの、位相が 3－
6時間遅れることが分かった（図略）。中期計画において

2017－ 2018年に計画されている YMC国際観測プロジェ
クトに向けた課題として、高解像度化や地形の表現の改
善などが挙げられる。

2.3	 CINDY2011/DYNAMOアンサンブル再現計算
インド洋における MJO現象の発生や力学に関する理

解を深めるために 2011秋から冬にかけて、国際集中観
測 the Cooperative Indian Ocean experiment on intraseasonal 
variability in the year 2011 (CINDY2011) / Dynamics of the 
Madden-Julian Oscillation (DYNAMO) が行われ、JAMSTEC
研究船みらいや陸上拠点における観測が実施された
（Yonayama et al. 2013[4]）。 本 課 題 で は、CINDY2011/
DYNAMO期間中に連続して発生したMJO事例に関する
アンサンブル再現計算を実施し、SSTの季節進行の影響
について新たな見解を提示した（Miura et al. 2015[5]）。
再現計算では、NICAMにおいて全球 14km格子を用い、

2011年 10月 12－ 16日を初期日とする 5メンバーについ
てそれぞれ 2か月積分を行った。結果のアンサンブル平均
は、初めのMJO事例だけでなく次の事例の発生も捉えて

図 2 850hPa東西風速の時間―経度図（5S-5N平均値）(a) NCEP Final analysis, NICAMを用いた 1か月予測計算 (b)12月 3日初期日（SST
予測）(c) 12月 3日初期日（SST推定値）(d) (c)に同じ、ただし 12月 2日初期日。計算開始 10日前からの 40日を表示。
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いた（図 3）。SSTの解析から、2つ目のMJO事例の発生
した 11月下旬から 12月初旬にかけて、SSTがMJOの発
生に好都合な分布、即ち、海洋大陸南東部においてイン
ド洋よりも十分に高い状態にあったことが分かった。こ
れらの結果に基づき、SST分布の季節的推移が速い時期に
は、MJOは高 SST域に追随する大規模な正の浮力域の東
進に対する大気応答として現れるという見解を提示した。
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1. Introduction 
Meteorological disasters are in many cases accompanied 

with vigorous convection with severe precipitation, which are 
embedded in large-scale disturbances. Nonhydrostatic Icosahedral 
Atmospheric Model (NICAM; Satoh et al. [1]) was designed for 
global cloud-resolving simulations. This approach has potential 
advantages in accurate simulation of convective behavior and 
its interaction with the large-scale disturbances in a seamless 
framework. Here we use NICAM to gain our understanding of the 
multi-scale mechanisms of the convective disturbances, such as 
the Madden-Julian Oscillation (MJO) and local weather events.
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2. Research Results
2.1 Near real-time forecasts of Pre-YMC field campaign 

The Maritime Continent (MC) is a special region on the 
Earth with pronounced convective activity, and thus has great 
impacts on world weather and climate. The MC is characterized 
by strong air-sea interactions with clear diurnal variation. The 
convection over the MC is modulated by the MJO and vice 
versa. In order to gain our understanding of such multi-scale 
multi-process interactions over the MC, a field campaign “Pre-
YMC” was operated by JAMSTEC in southwest Sumatra 
during November-December, 2015 (http://www.jamstec.go.jp/
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ymc/jpn/campaigns_files/nicam/nicamj_gl10_20151114.
html). The project serve as a pilot study for the forthcoming 
international field project “YMC”. We have constructed a 
near real-time forecast system on the Earth Simulator using 
NICAM in this FY. The use of the Earth Simulator enables 
global 7-km (14-km) mesh week-long (month-long) forecasts 
with two (three) ensemble members with different settings 
of the ocean surface. The forecasts were daily (twice a week) 
performed using the NCEP final analysis and the results were 
sent to the observational sites via internet and e-mail. A merit 
of our forecast system is to cover a broad temporal and spatial 
range with explicit representation of moist convection and scale 
interactions. 

Figure 1 shows a result of the month-long forecasts initialized 
in early December in comparison with the NCEP final analysis. 
Time-longitude sections of 850-hPa equatorial zonal wind are 
plotted. During November and early December, westerly peak 
is persisted over the Indian Ocean. In mid-December, abrupt 
eastward propagation of westerlies across the observational site 
occurred. This was related to intensification of the MJO event 
over the MC. The simulations capture this rapid change in the 
large-scale fields by approximately two weeks lead time (Fig. 
1b-d). It is also found that the impact of different setting of the 
ocean surface (e.g., sea surface temperature, SST) on the large-

scale fields were not evident (Fig. 1b, c) and less than the impact 
of different initial date (Fig. 1c, d) within the 2-3 weeks lead time 
for this case. The diurnal variation of precipitation in the forecasts 
were also examined. The 7-km mesh forecasts successfully 
simulated the dependence of the amplitude of the diurnal mode 
relative to the daily mean value on the evolution of the MJO. The 
diurnal variation specific to the MC was better represented in the 
7-km mesh simulations than in the 14-km mesh ones, but with 3-6 
hours phase delay in comparison with observations.

2.2 Ensemble simulation of MJO events during the 
CINDY2011/DYNAMO

An international field project, the Cooperative Indian 
Ocean experiment on intraseasonal variability in the year 2011 
(CINDY2011) / Dynamics of the Madden-Julian Oscillation 
(DYNAMO) was conducted to understand the initiation process 
and dynamics of the MJO by intensive observations over the 
Indian Ocean and to improve the representation of the MJO 
in numerical models (Yoneyama et al. 2013[4]; http://www.
jamstec.go.jp/iorgc/cindy/index_e.html). We performed an 
ensemble hindcast of a consecutive development of two MJO 
events observed during CINDY2011/DYNAMO to investigate 
influences of the seasonal SST change on the enhancement of 
the MJO activity (Miura et al. 2015 [5]).

Fig. 1 Time-height sections of 850-hPa zonal wind averaged in 5S-5N. (a) NCEP final analysis and month-long forecasts using the 14-km mesh 
NICAM initialized on 3 December 2015 with sea surface temperature (b) predicted using the slab ocean model and (c) given by climatology 
plus anomaly on the initial date. (d) Same as (c), but initialized on 2 December 2015. The 40-day periods including the 10 days before the 
initial date (in NCEP final analysis) are displayed. 



181

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

The hindcast was composed of 5 members initialized with 
the one-day lag, using the observational data from 12 to 16 
October 2011. The horizontal grid spacing was nearly 14 km 
and each member was numerically integrated for 60 days. It was 
found that the MJO events could be simulated marginally for 
nearly the two-months long (Fig. 2). We presented a hypothesis 
that the MJO-like eastward movement can be forced by the 
relatively fast seasonal change of SST such as in late November. 
The fast accumulation of moisture in the MC region possibly 
drives it.

 

3. Future study
The Pre-YMC campaign serve as a pilot study for the 

forthcoming international field project “The Years of Maritime 
Continent”, in which JAMSTEC is deeply engaged. The 
evaluations of the forecast skill of diurnal cycle over the MC and 
the MJO in our system find several points to be improved toward 
the YMC. For example, errors in diurnal phase of precipitation 
is expected to be fixed by the used of higher model resolution or 
more accurate representation of orography. The impacts of the 
air-sea interaction in the MJO regulation and migration in the 
MC region will be further investigated in these campaigns.
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解像度 T106L168にしたMIROC-AGCMを高度 95kmまで拡張した。本モデルは非定常重力波パラメタリゼーションを用
いていないが、QBO及び成層圏 SAOをよく再現し、成層圏・中間圏の水蒸気半年振動も比較的良く再現できた。本気候モ
デル出力を解析し、水蒸気半年振動のメカニズムの解明を行った。
氷床モデル IcIES-1, IcIES-2の開発、最適化を行い、大量の長期積分、感度実験を実用的な時間で実現するための見通しが

できた。グリーンランド氷床の温暖化実験におけるモデル構造の不確定性についての感度実験を行い、初期値化手法が数百
年程度の温暖化応答の再現に大きく影響があることが明らかになった。
生態系の動態が導入されているMIROC-ESMでは、大気 -陸面間のフィードバックに加えて生態系の動態によるフィード

バックが加わり、地上気温、積雪分布、植生量の再現に大きなバイアスが見られたが、積雪アルベド値や雪齢に関するパラ
メタ等を調整したところ、バイアスが部分的に緩和した。

キーワード： 中層大気 , 氷床 , 棚氷 , 生態系の動態 , 積雪

1. はじめに
気候変動予測の不確実性低減と信頼性向上の為には、

様々な要素を統合的に再現可能なモデルを用いた研究が
必要不可欠である。本プロジェクトでは、数年から数千
年スケールまでの気候変動を対象とした広範な研究に適
用可能な大気・海洋・陸面結合大循環モデルの開発、お
よびその為の要素モデルの開発・改良を目的とする。今
後とも CMIPなど国際的なモデル相互比較プログラムや、
IPCC第 6次評価報告書にむけて、世界のトップクラスの
気候モデルの位置を確保出来るようモデルの開発・改良
を継続することが必要不可欠である。本プロジェクトは
これらの活動を通して、長期的な地球温暖化の適応策・
緩和策に資する情報提供を行う事にも繋がる。

2. 中層大気の水蒸気変動
中層大気（成層圏と中間圏）水蒸気は全球の放射強制力

に寄与し、気候変動に重要な役割を果たしている。10年
程度前までは、中層大気水蒸気を高精度且つ長期間計測
できる観測機器は無く、その領域における水蒸気変動に
関しては未知な部分が多く残されていた。2004年 6月に
打ち上げられた Aura MLS衛星によって、これまでにない
精度で中層大気水蒸気を測ることができるようになった。
図 1にMLS衛星で観測された赤道域中層大気水蒸気の
時間－高度断面図を示す。成層圏では 1年周期と準 2年周
期、上部成層圏～中間圏に掛けては半年周期の変動が顕著
に見られる。昨年度の成果として、成層圏準2年振動（QBO）
伴う水蒸気変動のメカニズムを明らかにした [1]。今年度

図 1 MLS衛星観測による赤道域水蒸気の時間－高度断面図。高度 150hPa-0.002hPa、緯度 10°S-10°N平均。
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は半年周期振動 (SAO)に伴う中層大気水蒸気変動の解明
に着手した。
用いた気候モデルは解像度 T106L168にした MIROC-

AGCMで、高度 95kmまでをカバーしている。本モデル
は非定常重力波パラメタリゼーションを用いていないが、
QBO及び成層圏 SAOをよく再現している。観測とモデル
の赤道域水蒸気の半年振動成分の時間－高度断面図を図 2
に示す。振幅は弱いものの、モデルは成層圏・中間圏の
水蒸気半年振動を比較的良く再現できた。気候モデル出
力を解析したところ、成層圏では SAOに伴う鉛直循環と
水蒸気の鉛直勾配が変動の主成分であり、力学的な項が
効いていた。一方中間圏では力学的な項と、物理（光解離）
プロセスの両方が効いている事が新たに判明した。今後、
更なる解析を行い、成果をまとめる予定である。

3. 氷床モデル開発
過去および将来の気候変動下での氷床の長期的な変動
の再現と高精度化に向けて氷床モデル IcIESを開発・改
良している。現状 IcIESには二つの異なる版（IcIES-1と
IcIES-2）があり、将来的には統合の予定であるが、現段
階では棚氷過程を含まない IcIES-1と含む IcIES-2 それぞ
れの特性に分けて運用している。
従来の 10万年スケールの長期積分に重点
を置いた IcIES-1の新 ES上での最適化を行っ
た。その結果、平均ベクトル長が 254, ベクト
ル化率が 99.5%となり、最適化前後で 40%程
度の速度向上が見られた。また、氷期・間氷
期サイクルの 1周期に相当する 10万年周期
の高解像度氷床実験を 1日で行うことが可能
となり、今後、不確実性のあるモデルパラメー
タを様々に変えた大規模なパラメータ並列実

験を効率良く行う目処がついた。
IcIES-1を使ったもう一つの課題としてグリーンランド

氷床の温暖化応答に関するモデル依存性の評価を行って
おり、論文が The Cryosphere に受理された [2]。一連の感
度実験により、表面質量収支の計算手法および初期値化
手法が数百年程度の温暖化応答の再現に大きく、かつ同
程度の影響があることが明らかになった。同化的な手法
による初期値化とアンサンブル実験が今後の氷床の温暖
化応答計算の主流の方法になると考えられ、今後も ES上
の大規模な数値実験が不可欠である。

IcIES-2は棚氷過程および接地線付近の流動パラメタリ
ゼーションを導入した新たな実装である。現状では南極
氷床のごく限られた設定下での実験を対象にしており、
実用的に高解像度かつ長期積分を大量に実験できるよう
に開発を続けている。今年度はインライン展開などの最
適化からアルゴリズムの見直し、実用的に影響ない範囲
での必要最小限の計算精度の評価などを通して、40000年
程度の長期積分が可能となった（図 3）。しかしながら棚
氷の境界条件の特殊性に起因する数値的不安定など、安
定した長期計算を行うのには若干の問題点があることが
分かり、次年度以降での改良に期待される。

図 3 IcIES-2による南極氷床の再現実験。40000年での速度分布と体積変動時
系列。

図 2　赤道域水蒸気の半年振動成分の時間－高度断面図。(a)衛星観測、(b)気候モデル。
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4. MIROC-ESMにおける積雪と植生の相互作用
MIROC-ESMでは生態系の動態が導入されており、そ

こで計算される植生量（葉面赤指数 LAI）を用いて陸面
過程MATSIROでのエネルギー水収支の交換量の計算す
ることから、大気 -陸面間のフィードバックに加えて生態
系の動態によるフィードバックが加わる。新たに整備し
ているMIROC-ESM-LTEでは、北半球高緯度陸上の低温
バイアス、MATSIROで計算される積雪の過多バイアス、
炭素収支モデル VISITによる LAIの過小バイアスがあり、
これらの間に正のフィードバックが働いていると考えら
れた（図 4）。そこで、これらのバイアスを緩和するために、
積雪のアルベド値や雪齢に関するバラメタ、積雪密度と
熱伝導率のスキーム等を調整し、バイアスが緩和される
かを調査したところ、複数の調整を組み合わせることに
より、これらのバイアスが部分的に緩和されることが分
かった。
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図 4 MIROC-ESMにおける大気 -陸面と生態系の動態のフィーバック。
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Water vapor in the middle atmosphere (i.e., stratosphere 
and mesosphere) makes a signifi cant contribution to the global-
mean radiative forcing of climate. A new Microwave Lim 
Sounder (MLS) satellite, which launched in July 2004 provide 
high quality datasets for water vapor in the middle atmosphere. 
Figure 1 shows time-height cross section of monthly- and zonal-
mean MLS water vapor in 10ºS-10ºN. In the stratosphere, 
annual and quasi-biennial variation is observed[1], while from 
the upper stratosphere to the mesosphere, semi-annual variation 
is dominated. 
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We developed T106L168 MIROC-AGCM model with top boundary at 95 km. The model could simulate quasi-biennial oscillation 
(QBO) and stratopause semi-annual oscillation (SAO) without using non-stationary gravity wave parameterization. The model also 
simulates water vapor variations associated with the SAO in the stratosphere and mesosphere, and mechanisms of variations are 
investigated by analyzing the model outputs. 

Two versions of a numerical ice-sheet model, IcIES-1 and IcIE-2 are improved and optimized to achieve long-term experiments 
with a lot of ensemble members.  Various sensitivity observed over simulation of Greenland ice-sheet  response to the global 
warming are evaluated. The method to compute surface mass balance and that to simulate the initial (present-day) condition are found 
to be both important factors to the sensitivities.

The large biases in MIROC-ESM due to the interaction between dynamic vegetation and land-surface processes are reduced by 
adjusting the parameters and schemes, such as for snow albedo and age. 
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To investigate the mechanism of these water vapor variations, 
we have developed T106L168 MIROC-AGCM model with top 
boundary at 95 km. The model could simulate quasi-biennial 
oscillation (QBO) and stratopause semi-annual oscillation (SAO) 
without using non-stationary gravity wave parameterization. 
The model also simulates water vapor variations associated with 
the SAO in the stratosphere and mesosphere. Figure 2 presents 
composite of the SAO variation of water vapor. Although the 
amplitude is underestimated in the model, the model succeeded 
in simulating qualitatively similar water vapor variations. By 

Fig. 1  Time-height cross section of monthly- and zonal-mean MLS water vapor in 10ºS-10ºN.
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analyzing model outputs, we have found that upper stratospheric 
water vapor anomalies are largely driven by advection of the 
mean vertical gradient of water content by the SAO interannual 
fluctuations in the vertical wind. On the other hand, in the 
mesosphere, both dynamical and physical (i.e., photolysis 
process) terms play the role in water vapor variation. 

An Ice-sheet/ice-shelf model IcIES-2 is improved and 
optimized for relatively long-term simulation of the Antarctic 
ice-sheet (Fig 3.). The former version IcIES-1 (without ice-shelf 
process) is also optimized to achieve long-term simulation of a 
lot of ensemble members in practical times.

Sources of spread in a multi-model projections of the 

Greenland ice-sheet are analyzed[2]. The results show that 
both variation of the initialization methods (i.e., the method 
to compute the present-day ice-sheet fields) and the surface 
mass balance parameterization are key contributors for the 
divergence.

The interaction between dynamic vegetation and the 
land surface processes in the MIROC-ESM, that includes a 
dynamic vegetation scheme, enhances the biases in low surface 
temperature, high snow cover and low leaf area index due to 
the positive feedbacks among them (Fig. 4). It is revealed that 
adjusting the parameters such as snow albedo and age could 
reduce those biases.
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velocity magnitude (left) and the time series of simulated volume 
over 40,000 years (right) are shown.

Fig. 2  Composite of the SAO variation of 10ºS–10ºN average water vapor. (a) MLS, (b) MIROC-AGCM.

Fig. 4  Feedbacks between dynamic vegetation and land-surface processes in MIROC-ESM.
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北極域の急速な変化とその変化が全球気候にもたらす影響を科学的に理解しより高精度に予測するために、地球シミュ
レータを用いて気候モデルの開発とモデルによる気候学的研究を行った。気候モデルMIROCの開発では、融雪水が形成す
る季節性の湿地の効果を簡易湿地モデルとして新たに取り入れた。これにより、これまで中高緯度陸上で見られた夏季高温
バイアスを改善した。MIROCを用いた気候学的研究では、大気熱輸送の北極温暖化への寄与を感度実験により調べた。低
緯度のみで CO2濃度を高めた実験でも北極温暖化増幅が見られた。この増幅は低中緯度から北極域への潜熱輸送、およびそ
の結果としての放射フィードバックがもたらしていることを示唆した。北極域の変動の全球気候への影響に関しては、成層
圏全層を解像する設定の大気モデル AFESを用いた実験により、最近の北極域の海氷減少が中緯度の大陸域に寒冬をもたら
すことを示した。さらに、成層圏の変動を人為的に抑制した感度実験を行い、この遠隔影響過程において成層圏 -対流圏結合、
特に極渦とプラネタリー波の相互作用およびその結果としての下部成層圏の東西風変化が重要であることを示した。

キーワード： 北極 , 気候モデル , 簡易湿地スキーム , 北極温暖化増幅 , 成層圏 -対流圏結合

1.	 はじめに
北極域は急激な変化に直面している。北極域の気温が
全球の気温より急激に上昇する北極温暖化増幅（たとえ
ば、[1]）は代表的な現象であり、夏の海氷急減やグリー
ンランド氷床の融解などとともに注目されている。加え
て近年では、北極域の海氷減少が日本を含むユーラシア
の寒冬を引き起こすといった北極域の変化を原因とする
域外への遠隔影響が指摘されるようになり [2][3][4]、社会
的な興味や要請もより高まっている。
このような北極域を中心とする全球的な変化を理解し、

将来起きうる変化を精度よく予測して社会の意思決定等
に資するためには、北極を含む全球の気候系を扱う数値
モデル、いわゆる気候モデルの開発と活用が欠かせない。
本稿では、地球シミュレータを用いて我々が取り組んでい
る、気候モデルMIROCを中心とするモデル開発とそれを
用いた気候学的研究から、本年度の代表的な成果を示す。

2.	 簡易湿地スキーム導入による全球気候モデルの改良
現行の全球気候モデルMIROCに残る問題点の一つに、

中高緯度陸上の高温バイアスが夏に特に大きいことが挙
げられる（図 1）。一方で、現行のMIROCでは融雪水が
季節性の湿地などとして一定期間地表面に滞留する効果
が考慮されておらず、河川に流出してしまうため、春か
ら夏の陸面からの蒸発量が過小評価されている。そこで、
MIROCの陸面に簡易湿地スキームを導入して、その効果
が大気に及ぼす影響を調べた。簡易湿地モデルでは融雪
時に表面流出の一定割合をためておく "タンク "を追加し、

"タンク "に貯留された水を降水などとともに陸面に入る
水に、地形に応じた時定数で加えている。
簡易湿地スキームの導入によって表層土壌水分が年間
を通じて増加するが、特に夏の土壌水分が大きく増加し、
潜熱も増加して、地上気温が最大 3℃低下した（図 2）。そ
の結果、夏の高温バイアスの一部が低減された。また、他

図 1 簡易湿地モデル導入前の全球再解析データ（ERA40）に対
する夏季（6-8月平均）の気温バイアス。

図 2 簡易湿地スキームの導入による夏季の表層土壌水分の変化
（上図）と地上気温の変化（下図）。
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の季節での影響は小さく、特に他のバイアスの悪化はほ
とんど見られなかった（図省略）。

3.	 北極温暖化における大気熱輸送の役割
地球温暖化実験において、全球平均と北極域平均の地
上気温変化にはモデル間で良い相関がある。このことは、
地球全体が温暖化する中で、北極域とそれ以外の地域が大
気や海洋を通じて密接に熱交換していることを示唆する。
そこで、本研究では、大気熱輸送の北極温暖化への寄与を
調べた。具体的には、大気海洋結合モデルMIROCを用い
て、低緯度と中高緯度に別々に放射強制を与え、熱輸送
の変化とそれがもたらすフィードバック効果によってど
のように北極域の温暖化（増幅）が決まるのかを考察した。
産業革命前のコントロール実験と、CO2倍増実験、異

なる緯度分布を持つ CO2増加実験 EXTRPと TRP（図 3）、
計 4つの実験を行った。すべての実験は、コントロール
実験の安定した気候状態から積分を始めた。それぞれの
積分期間は 100年である。
図 4に、100年積分の最後の 20年を平均した地上気温
変化の緯度分布を、コントロール実験からの差で示す。
中高緯度に正の放射強制を与えた場合（EXTRP）は当然
であるが、低緯度にのみ正の放射強制を与えた場合 (TRP)
にも、北極温暖化増幅が見られる。大気熱輸送の変化を
乾燥静的エネルギーと潜熱に分けて、北緯 60度でのコン

トロール実験からの差を見たところ（図 5）、全ての実験で、
乾燥静的エネルギーの輸送は減少していた。低緯度のみ
に正の放射強制を与えた TRP実験においても減少してい
ることは、この実験における北極温暖化増幅が乾燥静的
エネルギーの輸送ではなく、潜熱の輸送によってもたら
されていることを示唆する（ただし、海洋の熱輸送の効
果についても調べる必要がある）。一方で、潜熱輸送の増
加量は、乾燥静的エネルギー輸送の減少量よりも小さかっ
た。このことから、過渡応答において、潜熱輸送が凝結
熱による温度上昇だけでなく、水蒸気や雲の温室効果と
いった放射フィードバックを引き起こすことによって、
北極域の大きな温度上昇を引き起こすという仮説が立て
られる。この仮説の検証には、もちろん、さらなる解析
が必要である。

4.	 北極域の海氷減少が中緯度に及ぼす影響と対流
圏−成層圏結合
北極域の変動が中低緯度域にもたらす影響の把握と理
解は、現在の北極研究における主要な課題の一つである。
本研究 [4][5]では、近年の北極域の海氷減少と中緯度の気
候、特に北極振動（Arctic Oscillation: AO）との間の関連
を調べた。観測データの解析からは、晩秋の海氷減少が
冬季に負のAOをもたらすことが明らかになった。そこで、

図 3　感度実験に用いた緯度分布を持つ CO2濃度。

図 4 地上気温変化の東西平均した緯度分布。（コントロール実
験からの差）。

図 5 60°Nにおける東西積分した、（上図）乾燥静的エネルギー
輸送の変化（下図）潜熱輸送の変化。いずれもコントロー
ル実験からの差を 11年移動平均して示す。横軸は年。2つ
の図の縦軸と範囲は異なることに注意。
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成層圏全層を解像する大気大循環モデル（AFES version 
4.1）を用いて観測された海氷減少に対する大気の応答を
調べた。シミュレーション結果は、最近の北極域の海氷
減少が中緯度の大陸域に寒い冬をもたらすことを示した。
これは負の AOに似たパターンであり、AO指数が大きな
負となる頻度が倍以上に増加した。この負の AOに伴っ
て北極から中緯度への寒気移流が増加する。バレンツ海
の海氷減少が定常ロスビー波を励起しこの循環偏差をつ
くる。子午面循環偏差は中緯度を冷やし高緯度を暖める
正のフイードバック効果をもつ。この子午面循環フイー
ドバックによる北極域温暖化効果は海氷減少による海表
面からの直接の熱フラックスによる北極域温暖化の 60%
に相当する。
この AFESモデルの結果はまた成層圏・対流圏結合を通
して対流圏の AOに影響する点において、成層圏が決定的
に重要であることを示唆する。最近の他の研究も成層圏
の役割を示唆しているが、まだその正確な役割について
ははっきりしていない。そこで、成層圏の変動をフルに
計算する標準実験 FREEに対して、高度 10hPa・30hPaよ
り上で変動を抑制し成層圏における波－平均流相互作用
を人工的に弱める追加実験 RS10・RS30を行い、結果を比
較した（図 6）。FREEでは成層圏の極渦弱化と対流圏の偏
差が結合し、負の AOシグナルが顕著に見られたが、成層
圏変動を抑制した RS10、RS30の両ケースではそのような
シグナルは見られず、対流圏の AO応答は非常に弱くなる
ことが示された。この結果は海氷が中緯度に与える影響
において成層圏、特に、極渦とプラネタリー波の相互作
用およびその結果の下部成層圏の東西風変化が決定的に
重要であることを確認するものである。また中緯度の気
象や気候の季節内から 10年規模の時間スケールでの予測
精度を向上させるためには北極域の境界条件と成層圏過
程の現実的な表現が必須であることを意味している。
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1. Introduction
The Arctic is changing rapidly. Arctic amplification (e.g., [1]) 

as well as summer sea-ice decline and melting of the Greenland 
Ice sheet show that the climate change in the Arctic is faster and 
more severe than in most of the rest of the world. In addition, 
recent studies have pointed out that the changes in the Arctic 
have impacts on the climate outside of the Arctic, for instance, 
more frequent cold winters in the Eurasian mid-latitudes [2-4]. 
Numerical modeling is key to understand these processes and to 
project possible changes in the future climate. In this article, we 
will show some results on numerical model development and 
climate studies by using the Earth Simulator.

2. Improvement of MIROC by employing a simple 
wetland scheme
The Atmosphere Ocean General Circulation Model MIROC 

has a large summer warm bias in northern hemisphere land. On 
the other hand, in MIROC, summer evaporation from land is 
underestimated since snow melt water immediately runoff and 
does not stay on land such as seasonal wetland. In the present 
study we introduced a simple wetland scheme into the land 
surface module of MIROC and investigated the influence upon 
atmosphere and climate. The simple wetland scheme assumes 
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an isolated water pool which stores a specific fraction of snow 
melt water in melting season. This stored water is added to land 
water input with a delay of a specific timescale which depends 
on steepness of a land grid. By introducing this simple wetland 
scheme, soil water increases throughout all seasons. Especially 
in summer, the increase of soil water is the largest and the 
increased evaporation causes 3 °C cooling of land surface 
atmosphere temperature which partly reduces the summer warm 
bias (Fig. 1). In other seasons, temperature bias does not show a 

Fig. 1 Changes in summer soil water (top panel) and surface air 
temperature (bottom panel) due to the simple wetland scheme.
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change for the worse. 

3. Role of atmospheric heat transport in the Arctic 
warming
A relatively high correlation exists between global and 

Arctic mean surface air temperature changes in atmosphere-
ocean general circulation model (AOGCM) simulations. This 
correlation indicates a close link of the Arctic to the rest of 
the world through energy exchanges. In this study, the role of 
meridional energy transport in the Arctic warming is investigated. 
The goal of this study is to understand how the Arctic warming 
is determined by the change in meridional energy transport and 
various feedback processes caused by the transport.

Various processes are evaluated by applying radiative 
forcing to low (case TRP) and mid-high latitudes (case EXTRP), 
separately, in an AOGCM, MIROC.

The Arctic warming amplification occurred in the experiment 
with only positive tropical radiative (CO2) forcing (Fig. 2, case 
TRP). At 60 °N, the poleward transport of atmospheric dry-
static energy decreased. This result suggests that the atmospheric 
latent heat transport plays an essential role in creating the Arctic 
warming amplification although the role of ocean heat transport 
must also be examined carefully. On the other hand, the amount 
of increase in latent heat transport is smaller than the amount 
of decrease in dry static energy transport. It is, therefore, 
hypothesized that the latent heat transport leads to the Arctic 
warming through not only release of the condensational heating 
but also with the greenhouse effect of water vapor and clouds 
enhanced by the moisture transport. Further analysis is required 
to verify this hypothesis, however.

4. Impacts of Arctic sea-ice decline on the climate in 
mid-latitudes and role of stratosphere-troposphere 
coupling
This study [4,5] examines the possible linkage between 

the recent Arctic sea-ice decline and the winter climate 
in mid-latitudes, especially, the Arctic Oscillation (AO). 
Observational analyses reveal that a reduced sea-ice area in 
late autumn leads to more negative phase of the AO in winter. 
A high-top atmospheric general circulation model (AGCM 
for Earth Simulator, AFES version 4.1) is used to simulate 
the atmospheric response to observed sea-ice anomalies. The 
results from the simulation reveal that the recent Arctic sea-
ice reduction results in cold winters in mid-latitude continental 
regions, which are linked to an anomalous circulation pattern 
similar to the negative phase of AO with an increased frequency 
of large negative AO events by a factor of over two. Associated 
with this negative AO phase, cold air advection from the Arctic 
to the mid-latitude increases. We found that the stationary 
Rossby wave response to the sea-ice reduction in the Barents 
Sea region induces this anomalous circulation. We also found 
a positive feedback mechanism resulting from the anomalous 
meridional circulation that cools the mid-latitudes and warms 
the Arctic. This feedback adds an extra heating to the Arctic 
air column equivalent to about 60% of the direct surface heat 
release from the sea-ice reduction. 

The results from this high-top model experiment also suggest 
a crucial role of the stratosphere in affecting the tropospheric AO 
in winter through stratosphere-troposphere coupling. Although 
other recent studies also suggest the stratospheric role, the exact 
role remains elusive. With additional experiments in which the 
stratospheric wave-mean interaction is artificially weakened, 

Fig. 2 Differences in zonally-averaged surface air temperature from the 
control experiment.

Fig. 3 Simulated responses of (a) zonal mean zonal wind at 60 N 
and (b) geopotential height at 300 hPa to Arctic sea ice loss. 
Contours indicate anomalies. Light and heavy shadings indicate 
statistical significance over 95 and 99%, respectively. While in 
FREE the mode simulates full wave-mean flow interaction, in 
RS10 and RS30 variations are suppressed above 10 and 30 hPa, 
respectively.
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it is clearly shown that the tropospheric AO response caused 
by the Arctic sea-ice reduction largely disappears (Fig. 3). The 
results confirm a crucial role of the stratosphere in the sea-ice 
impacts on the mid-latitudes, particularly by interaction between 
the stratospheric polar vortex and planetary-scale waves and 
by resultant change in the zonal wind in the lower stratosphere. 
They also imply that realistic representation of both Arctic 
surface boundary conditions and stratospheric processes are 
critical for improving predictions of weather and climate in the 
mid-latitudes across sub-seasonal to decadal time scales. 
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MSSGモデルを用いた詳細計算とその結果を用いた粒子追跡法による計算を行い、みなとみらい 21地区における熱・
風環境を解析する。さらに、これら得られた複数の物理量を同時に可視化する手法を開発することにより、相関を視覚
的に捉えることを試みる。

キーワード： ヒートアイランド , 粒子追跡法 , 融合可視化

1.	 はじめに
グローバルな地球温暖化のみならず、夏季のヒートア
イランドによるローカルな都市街区での熱環境の悪化が
顕著になり、実際に熱中症などの健康被害が発生してい
る昨今、都市部の何が原因でどのような悪環境が生じる
かを知り、将来の気候変化への対応策の知見を得ること
が、社会的に重要な課題になってきている。しかし、熱・
風環境について、非静力や LESモデルにおける詳細計算
は、その計算負荷の大きさから挑戦的な研究テーマであ
るが、都市のデザイン（開発・再開発）時の環境負荷に
関する知見を与えられることから、本モデルを用いるこ
とが実社会から要請が強い。一方で、建物形状を区別出
来る解像度（数 m程度）での計算負荷は高く、パラメー
タを変えたケース数が限られる。そこで、1回の詳細計算
から、出来るだけ多くの情報を取り出すことを目的の 1
つとして、本研究では 2つの手法開発を行っている。

1つは、仮想粒子の軌跡を解析することで「流跡線・流
脈線」を求め、都市内を吹く非定常風の広がり知る。多
数の粒子軌道を追跡する。これは、流線解析では困難で
あった現象の発生源や現象の影響範囲を解析することを
目標とする。A)都市内を吹く風の細かな挙動の把握し、
仮想粒子の移動に対応した温度変化を可視化することで、
位置と温度の関係性を、B)粒子の個数分布の時間発展を
解析することで、都市内で風が収束している箇所、風が
滞留している箇所などの抽出をする。
もう 1つは、風速場や温度場を個別に解析や可視化す

るだけではなく、それら両方を組み合わせた同時表現手
法または融合可視化手法により、風の流れによって気温
分布がどのように変化するのかを視覚的に捉えることを
目標とする。地球シミュレータ上で可視化用にリデザイ
ンされた中間ファイルを作成することがこれまでにない
研究開発となる。これらを用い、今後の社会実装期にも

活躍するツールとして行く。

2.	 粒子追跡法による解析
本項では、対象地区として、横浜みなとみらい 21地区

とし、約 5mの解像度で非定常・非静力の熱・風環境シ
ミュレーションをMSSG（Multi-Scale Simulator for the Geo-
environment）モデルで計算をし、仮想粒子の軌跡を解析し
た結果を報告する。シミュレーションによる熱環境研究で
は、観測的研究に比べ、対象地域の全領域における時々刻々
の気象場の情報が得られる。特に、都市形態の複雑化から、
都市内の熱・風環境は非定常であるため、このシミュレー
ションの特徴を生かすことで、都市における諸現象の結果
伝播と原因追跡に関する研究が可能となる。そのため、ま
ずは、以下の計算条件（表 1）で、MSSGモデルにより、
都市街区のシミュレーションを実行した。

表 1　MSSG計算における、諸条件

計算対象期間 2010年 8月 16日　12:10 – 12:30 (JST)
計算領域 下図　約 4km四方

格子間隔
東西方向約 4m、南北方向約 5m
（等緯度経度幅）
鉛直方向　5m

土地利用区分数 5（建物、建物敷地、道路、草地、水域）

図 1に、計算領域を示す。横浜市みなとみらい 21地区
を中心に、約 4km四方の領域を対象とした。土地利用区
分（5分類）によって色分けして表示してある。図 2に空
間的な気温分布を示す。海面や河川面上において相対的
に気温が低く、陸地では高いことが見られる [1]。
次に、本計算結果を用いて、仮想粒子の軌跡追跡を行っ

た。今回は粒子軌跡計算の精度をより高いものにするた
めに、仮想粒子の移動計算部分において、格子内粒子位
置での風速を 3次元空間と時間方向に内挿した値から求
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め、4次精度のルンゲクッタ法を用いた。また、粒子移動
の時間ステップ間隔は、CFL条件を満たす固定値とした。
図 3に、追跡した粒子の軌跡の例（ビルの間を通り抜

けているチューブ管）を示す。チューブの色で、粒子位
置における気温を示している。同時に地面付近の気温（時
間固定）をカラー等高線で示す [2]～ [4]。画面右側の白
い屋根の建物の右側が公園を挟んで海であり、この時間
帯では、海側から陸側に向かって風が流れている。粒子は、
その風に乗って、右から左へと移動しており、チューブ

の色が寒色から暖色に変化していることから、内陸に移
動するに伴い空気塊が温まっていく様子が分かる。この
例では、ほぼ水平に気流があることが見える。また、気
温の分布から、局所的に高温（低温）になっている個所
が明瞭にわかる。さらに、気温分布が帯状になる個所（図
上部）、渦状になる個所（白い屋根の建物の下流域）があり、
風向きとの関係が、今後の解析テーマとして考えられる。

3.	 都市街区における気象場の 3次元可視化手法
ダウンスケーリングした後の都市街区の気象場データ
を可視化する場合、建物の複雑な配置や形状を考慮した 3
次元的な可視化手法、特にボリュームレンダリング（VR）
を用いて 3次元場の分布を可視化する手法が有効である。
本課題においては特に、風速場や温度場を個別に可視化
するだけではなく、それら両方を組み合わせた同時表現
手法（配色の工夫で複数の場を一つの VRで表現する手法）
または融合可視化手法（複数の場それぞれの VRを重ね
合わせる手法）により、風の流れによって気温分布がど
のように変化するのかを捉えることを目標とする。

VR手法は、全データを一旦デスクトップ PCなど可視
化用計算機環境に移した上で、一つの共有メモリ上に 1
ステップ分のデータを置き、丸ごとデータ処理して画像
生成するのが一般的である。しかし VRは他の可視化手
法に比べて画像生成コストが高い手法であるため、気象
場の時間発展を追跡するような時系列データの処理では
膨大な画像生成時間を要する。特に本課題においては、1
ジョブ当たり 3～ 4テラバイトにおよぶ大容量のデータ
を可視化することが要求されており、そのような画像生
成処理コストのみならずデータ転送時間や可視化用計算
機環境の共有メモリ容量、ストレージ容量の点でも困難
に直面する。これらの問題を回避するには ESを含む大規
模並列環境で直接実行可能な VR可視化手法の適用が必
要である。

VR手法を分散並列化して、並列計算機の複数ノードで
部分画像を生成し、画像重畳することで可視化を達成す
る手法はこれまでにもいくつか存在する。しかし、各ノー
ドでのレンダリング処理におけるロードバランシングや
各ノードで生成された画像を重畳する処理におけるノー
ド間転送などの可視化処理の周辺でかかる余分な処理コ
ストや、インタラクティブ性の維持の可否、どの処理の
段階で配色や特徴強調に関係する伝達関数を適用させる
かなどの可視化処理の本質に関する問題がある。特に本
課題で目標とする同時表現および融合可視化においては
（多次元の）伝達関数の設計および実装が重要な鍵となる
ため、インタラクティブ性の欠如は可視化作業遂行にお
ける大きな障害となり得る。
上記に掲げた問題の大部分を一挙に解決する手法とし
て、気象場の 3次元分布に基づいて確率的にサンプリン
グした仮想粒子データを用いる粒子ベース VR手法 [5] が
期待されている（注：2節の仮想粒子とは、概念・実態共
に異なる）。粒子ベース VR手法の重要な特徴は、（最終
的な可視化の解像度に依存するが）大規模な気象場デー

図 1　計算領域。

図 2　地表付近の気温分布。

図 3　粒子の軌跡（チューブ）と気温の空間分布。
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タのサイズと比べて可視化に供される粒子データサイズ
を充分に小さくすることができる点である。図 2に本課
題で開発を実施するサーバ＝クライアント型粒子ベース
VR手法の概念図を示す。並列計算機の各ノードで気象場
から粒子データ生成し、それをメタデータとして可視化
用計算機に転送して遮蔽・粒子投影処理をすることによっ
て、大規模 VR可視化を実現させることが期待できる。
遮蔽・粒子投影処理は一般的な VR処理（レイキャスティ
ング法）と比べて計算コストが低くインタラクティブ性
の確保が期待できるため、試行錯誤を含む同時可視化の
ための多次元伝達関数の設計も容易になると考えられる。
また粒子ベース VR手法は複数の場の融合可視化にも特
に有効であることが知られている。
そこで本課題では、ES環境下で気象場データから仮想
粒子を生成する処理および生成された粒子データを集め
て VR処理を連携させたプログラムシステムの開発をす
る。またそれを通して、全体の可視化処理コストを抑え
ながら気温場と風速場を同時に可視化することで、都市
街区における熱の移動を視覚的に捉える 3次元可視化手
法の確立を目指す。風速場の VR可視化には、速度の大き
さ（スカラ場）の可視化だけでなく、風速度（ベクトル場）
の直接的表現を目指し 3次元線積分畳み込み法 [6] を参考
にした独自手法の開発も検討する。
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The thermal environment in urbanized area gets more severe 
because of the urban heat island in summer season and the 
Global Warming. Collaborations between scientifi c researchers 
and local government offi cers could contribute to make social 
plans or implementations for addaptational urban development. 
Here, we have performed highly resolved LES for thermal and 
wind environment in MM21 district in Yokohama, JAPAN. 
The used simulation model is MSSG (Multi-Scale Simulator 
for the Geo-environment) in order to analyze the environment 
in downtown area. Figure 1 shows the area of the simulation. 
The area size is about 4 [km] square and the spatial resolution is 
about 5[m] in horizontal and vertical axis. The color represents 
the land use with 5 categories. Figure 2 shows the spatial 
distribution of the air temperature [1]. The temperature on the 
sea and rivers are relatively cooler than that on the ground.

Next, we have performed the particle trace calculations in 
order to investigate the route of wind. The used algorithm is 4th 
order Runge-Kutta method in time advance, and the wind data 
are interpolated in space and time. Figure 3 shows one of results 
from the calculation. The tube represents the fl ow path from sea 
side (sea-breeze). The color on the tube shows the temperature. 
We have found the cool wind is warmed/heated up as fl owing 
into the district.

When visualizing datasets of meteorological fields 
downscaled to urban area, volume rendering (VR) which can 
take three-dimensionally complex shape and configuration of 
buildings into account is one of the effective methods. In this 
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We have performed highly resolved LES simulations for thermal and wind environment in MM21 district in Yokohama, JAPAN. 
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challenge, especially, our aim is not only to three-dimensionally 
visualize each of wind speed and temperature fi elds in MM21 
area individually, but also to visualize a combination of them 
and to capture how the temperature distribution changes 
depending on the wind by using fused visualization technique.

Here we apply particle-based volume rendering (PBVR) 
[2] with the fused visualization of both of the wind speed and 
the temperature fi elds. This method can be expected to reduce 

Fig. 1  Simulation Area.
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Fig. 2  Air temperature on the surface.

Fig. 3  Particle path (tube) and temperature distribution.

intrinsic problems of volume rendering in terms of computer 
resources, computational costs and interactivity inevitable for 
parameter tuning. Figure 4 shows a conceptual diagram of a 
server-client type PBVR technique which is implemented to our 
development.

In addition to that, we are aiming the development of novel 
fused visualization technique for the combination between 
temperature (scalar field) and wind flow (vector field) applied 
with the line-integral convolution technique [3].
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地球に磁場が存在することは地球環境を生命に適したものに保つ上での重要な要素である。過去にさかのぼると地球
磁場はその極性の逆転も含めて大きな変動をしてきたことが知られている。磁場は外核での溶融鉄の対流運動によるダ
イナモ作用で生成されている。我々はその生成のメカニズムと変動の特性を知るために、地球ダイナモのシミュレーショ
ンと液体金属対流のシミュレーションとを並行して行ってきた。ダイナモシミュレーションでは回転する球殻の全体を
対象として磁場の生成過程を実際より高粘性の状況で調べる。これに対して、液体金属対流のシミュレーションでは実
際の低い粘性値を用いて磁場は与えた状況での流れ場の特性を調べる。ここでは後者の液体金属対流を中心に述べる。
対象としたのは水平磁場の影響下でのレイリー・ベナール対流である。その結果、以下のことが分かった。強磁場でのロー
ル状対流から、弱磁場での方向性のない乱流状態に至るまで、対流パターンの水平スケールは徐々に大きくなる。また、
ロール数が安定せずに流れ場の遷移が繰り返して起こるパラメータ領域が存在する。このような流れ場の遷移は磁場逆
転にも重要な役割を果たすと考えられる。

キーワード： 地磁気 , 地球ダイナモ , 液体金属 , 乱流 , 流れ場の遷移

1.	 はじめに
地球の磁場は、溶融鉄を主成分とする外核（outer core）
での対流によるダイナモ作用で生成・維持されている。
過去の地球磁場の様子は地質学的な記録から復元するこ
とが可能である。それらが示すように、地球磁場は決し
て安定なものではなかった。特に大きな変動として、地
磁気の N極と S極が過去に何度も逆転を繰り返したこと
が知られている。加えてこれら磁極の逆転の際には、地
表の磁場強度は著しく弱まったことも明らかになってい
る。地磁気逆転は数十万年という時間スケールを持つ変
動である。一方、堆積物にはより短い時間スケールの変
動も記録されていて、気候変動と磁場変動との関連性も
指摘されている。更に、数千万̶数億年というより長い
時間スケールで見ると、逆転頻度の変化や逆転の起こら
ない地磁気静穏期が存在したことが知られている。また、
地球の誕生からどのくらい経過した時点で磁場をまとう
ようになり、地磁気が長期的にどのように進化してきた
か、という点も興味深い。
我々は、こうしたさまざまなスケールで起こる地磁気
変動のメカニズムの解明を主題として、実際の試料から
の古地磁気の復元研究や、液体金属対流の実験などと連
携しつつ取り組んできた。地磁気は高エネルギーの宇宙
線に対するバリアともなっているため、地磁気変動の研
究は、生命の生存可能な環境がどのように進化し維持さ
れてきたのか、という観点からも重要である。
近年の地球ダイナモ研究は、地磁気逆転の再現、外核

内の対流の大規模パターンの復元等、大きな進歩を遂げ
てきている。しかし、計算機の限界から流体の粘性は実
際の溶融鉄より著しく高くせざるを得ない。また実際の
溶融鉄は低粘性であることに加えて、熱拡散率、磁気拡

散率、物質拡散率、等の各種の拡散係数の比が 1とは大
きく異なるのであるが、ダイナモシミュレーションでは
同じく計算機の制約から 1近辺として扱ってきた。我々
はまず粘性と熱拡散の比であるプラントル数（Pr）を取
り上げ、低プラントル数流体の熱対流について、ダイナ
モ作用を起こさないような状況において実現する流れ場
の特性を調べた。そして強磁場によって乱流が抑制され
た状態から、無磁場での乱流状態まで、流れ場の構造の
遷移を系統的に調査した。これは、液体金属が不透明流
体であることもあり、可視化実験による流れ場の把握が
十分にはなされてこなかった対流系である。
我々は地球型ダイナモのシミュレーションも並行して

進めた。回転する球殻全体を扱い、自発的に磁場を生成
させるため、こちらではダイナモ作用を起こしやすいよ
うに現実とは異なる物性値を用いている。様々な時間ス
ケールでの地磁気変動の中でも特に、地磁気の逆転は重
要な問題であり、それを引き起こしたと考えられる外核
の流れ場の変動について数値シミュレーションによって
迫っていく。

2.	 系の設定
本課題では上述の目的に対応して電磁流体現象に関する

2つの対流系を、いずれもブシネスク近似のモデルで扱う。
1つ目は、液体金属を用いた対流実験 [1][2]に対応して

おり、偏平な正方形容器内での、現実に即した小さいプ
ラントル数かつ良導電性の液体のレイリー・ベナール対
流を扱うものである。水平方向の一様な外部磁場を印加
する。この系では回転の効果は考慮していない。系のス
ケールが小さく実現する流れの速度も小さい（つまり磁
気レイノルズ数が小さい）状況を対象としており、ダイ
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ナモ作用はごく弱い。この系を特徴づけるパラメータは、
浮力と粘性力の比であるレイリー数 (Ra)と、ローレンツ
力と粘性力の比であるチャンドラセカール数 (Q)である。
液体の物性値であるプラントル数は液体ガリウムや水銀
に相当する 0.025、また磁気プラントル数はこの場合に液
体金属を模擬するのに十分小さい 0.0025を用いた。有限
差分法を用い、空間的には一様なグリッドを採用してい
る。実現する対流の形態について既存の理論及び室内実
験との比較を注意深く行って、コードの信頼性を保証し
ている。容器の高さに対する水平スケールの比（アスペ
クト比）を 1から 10まで変えてシミュレーションを行っ
た。熱拡散時間と比較して 50-100倍という長時間の計算
を実施し統計的な性質を調べた [3]。

2つ目は、外核を模した二重回転球殻間での導電性流体
の対流系であり、こちらでは磁気レイノルズ数が十分に
大きくなり、地球のようなダイナモ作用を起こすことを
主眼としている [4]。計算には球面調和関数展開に基づく
スペクトル変換法を用いている。これまでに地球シミュ
レータ上で使用してきたコードに改良を重ねて ESに適合
させ、より広範囲の問題に対応し、また高解像度で高い
性能を発揮できるようになった。計算資源の都合上こち
らではプラントル数は 1近辺としている。

3.	 結果
3.1	 液体金属シミュレーション
我々はこのシミュレーションで、液体金属を用いた対
流実験での流速場の計測と整合的な結果を得た。図 1に
はレイリー数を固定してチャンドラセカール数を下げて
いく（印加している水平磁場を弱くしていくことに対応）
場合に、対流場が遷移する状況を示している。容器のア
スペクト比は 5であり、実験と同様に上下面・側面とも
に速度は固着条件である。図では速度勾配テンソルの第
二不変量による Q3Dと呼ばれる量の等値面によって、あ
る瞬間での流れ場の構造を表示している。Q3Dはロール構
造や渦構造の把握に適した表示法である。図 1aのように、
強磁場下では流れ場は印加磁場に規定されて磁場方向に
軸を持つロール状の構造をとる。存在するロールの数は 5
であり、個々のロールは縦横で同じスケールを持ってい
る。図 1を上から下に見ていくと明らかなように、磁場
強度つまり Qの減少に伴って、揺らぎが大きくなってい
くばかりでなく、ロール構造は横長になっていく。容器
という有限な空間であるので、存在するロール数は減っ
ていく。
図 1aは完全に層流の状態である。ロール構造は容器に
対して固定ではなく、振幅は小さいながらも左右に振動
している。図 1bに示したスナップショットでは、ロール
構造の湾曲があるが、これは容器の手前と奥とでロール
が左右の反対の方向に動く、つまり上から見ると容器の
中央を中心とするような大スケールの水平循環が生じる、
ということに起因する。壁に押し付けられたロールが縮
小して消滅することで 5ロールから 4ロールの構造にな
る。しかし 4ロールで安定するわけではなく、再び 5ロー

ル目が成長してくる。つまり図 1bでは 5ロールと 4ロー
ルの構造遷移を繰り返している。図 1cは同様にロールが
湾曲してその数の変化を繰り返す状態であるが、図 1bで
は支配的な構造、つまり長時間観察される構造は 5ロー
ルであるのに対して、図 1cではそれが 4ロールである、
という違いがある。また、主要なロール構造ばかりでな
くそれに付随するような２次的な渦が多数生成している。
これらに対して図 1dでは、ロール数は 4に保たれたまま、
ロール構造は大きな振幅で波打ち、振動を繰り返してい
る。また、付随的な細かい渦も生成・移流・消滅を繰り返す。
振動の周期はロールの流れの周回時間と同程度である。
図 1eでは、もはやロールと呼べるような顕著な方向性を
持った構造は存在せず、発達した乱流の状態にある。
ここに示したロール数の変化についての結果は次のよ

図 1 アスペクト比 5の正方形容器で、手前から奥へ水平な一様
磁場を印加している。レイリー数は 3.0× 104に固定して、
チャンドラセカール数を下げていった場合の対流の遷移の
様子を示す。流れ場から求める Q3Dという値の等値面で表
示。方向性の強い 5ロール状態から方向性のない状態に段
階的に遷移していき、水平スケールは大きくなっていく。
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うに解釈できる。個々のロールがとりやすいアスペクト
比は強磁場での 1から、磁場の減少とともに大きく（つ
まり横長に）なっていくが、容器という制約があるため
にそのアスペクト比を持つ形状が常に実現されているわ
けではない。とりやすいアスペクト比の状態というのは、
ロール数が異なる複数の状態を時間平均した構造と対応
している。そしてロール数が変化するには水平面内での

循環の発生が重要であり、これが構造を全体的に歪ませ
てロール間の再結合を引き起こす。容器自体のアスペク
ト比が、個々のロールのとりやすいアスペクト比の整数
倍と一致する場合は、ロール数は変化する必要がなく振
動状態が続く。磁場をかけたこの系での乱流への遷移は、
水平スケールが増すとともに構造の方向性を減じていく
過程として捉えることができる。
容器のアスペクト比が更に大きい場合について、ロー
ル数が変化を繰り返す状態を見てみる。図 2に示す例で
は容器のアスペクト比は 8であり、ここでは 7ロールを
基本構造として、8ロールや 6ロールの状態が短時間では
あるが存在する。容器のアスペクト比が 5の場合には 5
ロールと 4ロールの状態間の遷移は、ほぼ容器スケール
に匹敵する水平循環によって引き起こされていたのに対
して、このようにアスペクト比が大きい容器では、必ず
しも容器スケールではなくもっと小さな水平循環によっ
ても、ロール数の変化が局所的に引き起こされている。
このように数値シミュレーションと室内実験を合わせ
て、これまで理解が手薄だった低プラントル数の熱対流
について、磁場の影響下における乱流への遷移の詳細を
明らかにすることができた。

3.2	 ダイナモシミュレーション
ESに適するように改良を施したコードによって、従来

の研究で知られているダイナモの挙動が再現できること
を確かめた上で、長時間にわたる結果から流れ場の詳細
な解析を行った。回転球殻内での対流場は、回転の影響
を強く受けて、回転軸の方向に軸を持つロール構造をと
る（図 3）。このケースでは双極子型の磁場が生成される
とともに、その極性が不規則に逆転を繰り返しており、
地球的なダイナモの挙動が再現されている。流れ場の時
間変化から以下のことが分かった。流れ場には全体がほ

図 3 ダイナモ作用を起こしている回転球殻内での対流につい
て、Q3Dの等値面を表示。回転軸は z向きであり、その方
向に伸びた対流ロールが存在している。

図 2 アスペクト比 8の正方形容器内での対流の時間変化を Q3D

の等値面で表示。パラメータの設定は Q=1.0× 103、 Ra=1.4
× 103。手前から奥の方向への水平の一様磁場を印加。平
均的にはその方向に対流ロールの軸が向いている。ロール
数が変化する過程はアスペクト比 5の容器の場合より複雑
である。上から下に時間が経過しているが、時間間隔は一
定ではない。



204

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

ぼ同じ角速度をもって回転する成分があるが、極性の逆
転の前にはその回転速度が緩やかになる。それと同時に
ロール構造が変化し、ロールの数が減少する。再びロー
ル数が増えて全体的な回転速度も増加し、逆転の完了時
には元の状態を回復している。ダイナモシミュレーショ
ンの結果にはこのように、液体金属シミュレーションで
見られたような流れ場の状態間の遷移が存在し、これが
磁場の逆転と関係すると考えられる。

4.	 まとめ
一様な磁場と回転はどちらもその方向に対流ロールの
軸を規定する働きを持つ。ここで扱った 2つの系は、磁
場や回転という外部条件によって規定されたロール構造
が間欠的にその数を変化させる、という共通の性質を持
つ。今後はダイナモシミュレーションで、より低粘性か
つ長時間での流れ場と磁場の変化を調べていく。
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1. Introduction
The relation between organized flow structure and 

turbulence is a key in considering flows obtained by geodynamo 
simulations. Here we focus on features of turbulence in a 
magnetoconvection. A typical setting to study transitions to 
turbulence is thermal convection in a layer driven by a vertical 
temperature gradient, that is, Rayleigh-Bénard convection 
(RBC). Behaviors of thermal convection strongly depend on 
the Prandtl number (Pr) of the working fluid, and low Pr fluids 
such as liquid metals tend to be turbulent just after the onset of 
convection because of their low viscosity. On the other hand, 
liquid metals are ellectrically conductive, and appling magnetic 
field to the system can controll the transition to turbulence. 

The controlling non-dimensional parameters in a RBC 
system under an imposed uniform magnetic field are the 
Rayleigh number (Ra), and the Chandrasekhar number (Q). The 
region where two-dimensional (2D) rolls remain steady in the 
wave number-Rayleigh number space (the Busse balloon) is 
very limited in RBC of low Pr fluid like liquid metals. With a 
uniform horizontal magnetic field imposed, however, the Busse 
balloon extends by the increase of the onset Ra of oscillatory 
instability, and the values of Ra for further transitons to 
turbulece also increase. Based on our result of simulations, we 
can clearly grasp a route from a laminar flow with 2D rolls to a 
turbulent state. 

2. Result
We performed numerical simulations for the same setting 
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as laboratory experiments [1,2], with horizontal magnetic 
field imposed on the vessel of no-slip velocity boundaries. A 
set of magnetohydrodynamic equations are solved by a finite 
difference method with a uniform grid interval. We used realistic 
low value of Prandtl number for liquid metals (Pr=0.025). See [3] 
for more details of the simulation and evaluation of the code. 

We identified several flow regimes depending on Ra and Q, 
between steady 2D laminar flow states and fluctuating large-
scale flows with turbulence. We report here transitions on the 
decrease in Q, at a fixed Ra. Snapshots of 3D flow structures 
in the whole vessel are presented in Fig. 1 by showing the 
isosurface of the Q3D, that is the second invariant of the velocity 
gradient tensor.

In Fig. 1, the intensity of the magnetic field, that is Q, is 
decreasing from top to bottom. Fig. 1(a) shows a laminar 
flow structure that has 5 rolls, with the roll axis paralell to the 
direction of the magnetic field. Oscillatory behavior of the 
rolls is reproduced with a very small amplitude. It comes from 
a periodic horizontal movement of the rolls, while the pattern 
keeps 2D state. This laminar state represents a typical flow 
regime under a strong horizontal magnetic field. 

In Fig. 1(b), the pattern keeps roll-like structure with 
dominant flow velocities perpendicular to the magnetic field, 
but repetitions of roll number transitions mainly 5–4 rolls are 
observed. Reversals of the flow direction in the rolls occur 
accompanied by the transitions. A typical process of roll number 
transition is as follows. A 5-roll structure bends horizontally, and 
a roll at a sidewall is shrinking to make a 4-roll structure. Then, 
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reconnection of the rolls between front and back occurs; Fig. 
1(b) shows just before the timing of a reconection. A new roll 
is growing along a sidewall, and 5-roll structure is reproduced. 
In this process, the key mechanism is an emergence of a global 
circulation in the horizontal plane. The horizontal circulation is 
related to the skewed-varicose instability of two-dimensional 
roll structure aligned in the direction of the magnetic field. This 
process of roll number transition can be thought as a repetition 
of two states those have different roll numbers. Figure. 1(c) is 
also the regime of roll number transitions, but 4-roll structure is 
dominant in this case, and there exist many secondary vortices.

Figure. 1(d) is a snapshot of 4-roll oscillating convection. 
The period of oscillation is nearly equal to the circulation time 
of the flow for a roll. The axes of rolls are winding and the 
amplitude of horizontal movement is large. A remarkable feature 

of this case is that many secondary vortices are accompanied by 
the oscillaiton of main rolls. 

Figure. 1(e) shows a state after a transition to turbulence 
occured, where whole- or half- vessel scale flows exist with 
short-time fluctuations, and the magnitude of the velocitiy 
is similar in both directions perpendicular and parallel to the 
magnetic field. There are no roll-like structures, though the 
experiment is conducted with a horizontal magnetic field 
imposed. Many secondary vortices are drifting with rise and fall 
on vessel-scale circulations.

These results indicate that the number of rolls decreases 
with decrease in Q, from 5 to 1 or 2. The amplitude of spacial 
fluctuation increases in accordance with the decrease of the roll 
number, and continues to the fully developed turbulent state.
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Fig. 1 Transitions of flow strucutres in a liquid metal convection. The 
isosurfaces of Q3D=0 are shown. A uniform magnetic field is 
applied from front to back; its intensity decreases from the top 
panel to the bottom one. Ra is fixed as 3×104. 
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海洋の渦・前線とそれらが生み出す大気海洋現象の解明
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本課題では、黒潮等の西岸境界流に伴う海面水温前線や中規模渦などの海洋局所構造の変動が、大規模な海洋循環や
大気循環の形成・変動に果たす役割、海洋生態系に及ぼす影響等を明らかにすることを目的に、高解像度大気海洋シミュ
レーション研究を推進している。平成 27年度の成果から、本報告では 1）メキシコ湾流がヨーロッパの天候に及ぼす影響、
2)海洋循環の年々の変動における一意には決まらない不確定性の存在の解明、3）海洋モデルへの潮汐による混合効果を
導入した成果について紹介する。1）では、北アメリカ大陸の東岸を流れるメキシコ湾流に伴う海面水温前線が、ヨーロッ
パに寒気をもたらす冬季ブロッキング現象の出現に影響することを発見した。2）では、黒潮や黒潮続流といった強い海
流域では、同一の風の下でも異なる状態が出現し得ることが示された。3）においては、潮汐による鉛直混合のパラメタ
リゼーションを海洋モデルに組み込むことで、例えば、インドネシア通過流の下流域の水塊の再現性が向上することが
示された。

キーワード： 海洋渦 , 海洋前線 , 大気海洋相互作用 , 高解像度シミュレーション , 大気海洋予測

1.	 本課題の概要
本課題では、地球シミュレータを用いた高解像度大気
海洋シミュレーション研究により、①黒潮等の西岸境界
流に伴う海面水温前線や中規模渦などの海洋局所構造の
変動が、大規模な大気循環の形成・変動に果たす役割、
②より高解像度の海洋シミュレーションから、海洋の中
規模渦よりも細かい数 km程度の構造が、より大規模な海
洋循環の形成や生態系の変動に与える影響、③高解像度
領域モデルにより台風や爆弾低気圧と海洋との相互作用
によって生じる影響、等々を明らかにすることを目的と
する。これにより、従来の季節変動予測や地球温暖化予
測ではほとんど考慮されてこなかった、海洋局所構造の
変動とそれらが引き起こす大気海洋現象に対する知見を
深め、地球気候の理解と予測技術の発展に貢献すること
を目指している。
平成 27年度は、平成 28年度に予定している全球渦解

像海洋過去再現データの作成へ向けた海洋モデルの高度
化等、海洋、大気、大気海洋結合モデルの開発・整備を
進めた他、上の目的へ向けた実験・解析を推進した。そ
の成果から主要なものを以下に報告する。

2.	 平成 27 年度の成果
2.1	 ヨーロッパに寒気をもたらすブロッキングとメ
キシコ湾流

メキシコ湾流に伴う海面水温前線が大気に及ぼす影響
を明らかにするため、全球大気モデル AFESを用いた感
度実験を実施し、ヨーロッパに寒気をもたらす冬季ブロッ
キング現象の再現性が湾流の海面水温前線の有無に左右
されることを発見した（[1]）。

用いたモデルは水平解像度 T239（約 50km）の AFESで
ある。海面水温データとして衛星観測を元にした NOAA 
0.25°daily OISSTを与えた。標準実験（CONTROL）には
観測された海面水温、平滑化実験（SMOOTH）にはメキ
シコ湾流上で平滑化した海面水温を与え、それぞれ 1981
年9月から2001年8月まで20年間積分し、両者を比較した。
北大西洋域における冬季ブロッキングの発生頻度を比
べた結果、CONTROLは再解析（NCEP-CFSR）に比べ全
体的に発生頻度が少ないものの東西分布はよく再現して
いた。一方、SMOOTHでは経度 0°付近のブロッキング発
生数が大きく減少していた。この結果、SMOOTHではヨー
ロッパの寒気日数が実際よりも減少し、メキシコ湾流に
伴う海面水温前線が下流のヨーロッパの気候に影響して
いることが明らかになった。

2.2	 海洋経年変動の不確定性の分布解明
大気の循環においては、特に中緯度域では、観測され

た状態は 1つの実現値に過ぎず、同じ条件の下で異なる
状態が起きていても不思議ではないこと、即ち不確定性
が存在することが既に良く認識されており、天気予報も
それを考慮した上で行われている。一方で、海洋におい
ては、海洋渦は大気と同様の性質を持つことが予期され
ていたが、海洋の循環、特に海面から 1000m程度の深さ
までの海流の経年変動については、風の変動が非常に支
配的に影響することが知られている。このため、これま
では、この「風の変動によって生じる変動」が殆どと考
えられ、大気のような不確定性の存在は意識されていな
かった。
このような海洋循環の不確定性の存在を調べるため、
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水平解像度 0.1度の北太平洋海洋シミュレーションを僅か
に異なる条件の下で、全く同一の大気再解析データを用
いて駆動したアンサンブル実験を行い、そこで生じるア
ンサンブルメンバー間の相違を調査した。その結果、風
変動の強い影響が知られている黒潮続流の年平均流速や
東西分布等にも、顕著な相違が見られることが示された。
これは、大気場が全く同じでも黒潮続流が異なる状態を
持ちうることを意味し、不確定性の存在を示す。更に、
そのメンバー間の相違の分布を調べた結果（図１）、中緯
度域の西岸境界流域で相違が大きく、対照的に熱帯域で
は、風の場が決まると海洋の経年変動はほぼ決定される
ことが明らかとなった（[2]）。

2.3	 海洋モデルへの潮汐混合効果の導入
海洋の海峡域で潮流が強く海底地形に起伏があると、

強い鉛直乱流混合が励起され海水の鉛直構造に大きな影
響を及ぼす。例えば、クリル海峡やインドネシア多島海
域では、潮汐による鉛直混合で下流域の水質が大きく変
質する。したがって、その効果を海洋モデルで考慮する
必要がある。しかし、我々が実施してきた水平解像度 0.1
度の準全球渦解像海洋シミュレーションでは、その潮汐
による混合効果が含まれないため、例えばインドネシア
通過流の下流域の水塊を現実的に再現出来ていない（[3]）。
そこで、St. Laurent et al. (2002) [4]が開発した潮汐による
鉛直混合のパラメタリゼーションを海洋モデルに組み込
み、水平解像度 0.1度の北太平洋海洋シミュレーションの
感度実験を実施した。
インドネシア多島海域の 135m深の塩分分布では、潮
汐の効果を含まない場合は太平洋から流入した表層水が
多島海域でほとんど変質せずインド洋に流出する。一方、
潮汐の効果を含む場合は、通過流の下流域の Banda Seaで
塩分が低くなり、その低塩分水がインド洋に広がってお
り（図 2）、多島海域だけでなくインド洋での水塊分布の
改善が期待できる。今後、全球規模の高解像度海洋シミュ
レーションに潮汐による混合効果のパラメタリゼーショ
ンを導入する予定である。
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図 1 北太平洋海洋シミュレーションのアンサンブルメンバー
間の海面高度経年変動の root mean square differenceの分布
（色）。等値線は長期平均の海面高度分布。単位は cm。

潮汐効果無し 潮汐効果有り

図 2　潮汐の効果無し（左）と有り（右）の海洋モデルにおける 135m深の塩分分布（psu）。海洋モデルの 26年目から 30年積分の平均値。
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1. Introduction
In this project, we investigate numerically impacts of oceanic 

fronts and eddies associated with strong western boundary 
currents on oceanic and/or atmospheric large-scale circulation 
and oceanic ecosystem. With the investigations, we will 
improve our understanding of roles of oceanic fi ne structures in 
climate and its variability and predictability. In this report, we 
briefl y introduce several achievements from those in FY2015.

2. Results in FY2015
2.1 The influence of the Gulf Stream on wintertime 

European blocking
Recent studies suggest that SST front associated with the 

Gulf Stream affects precipitation and cyclone activity aloft. 
Remote impacts on Europe, however, have not been clear. The 
influence of the SST front on wintertime European blocking 
is investigated using a pair of AGCM for the Earth Simulator 
(AFES) ver. 3 simulations with 50-km horizontal resolution. 
The CONTROL run driven by the observed SST front and 
the SMOOTH run driven by the smoothed SST front are 
integrated for 20 years from September 1981 to August 2001. 
The CONTROL run well reproduces blocking frequency over 
Europe compared with reanalysis, whereas the frequency 
significantly decreases, and the peak shifts eastward in the 
SMOOTH run. In the result, the number of cold-spell days in 
the northern coast of central Europe decreases in the SMOOTH 
run, suggesting that the SST front is important to reproduce 
Europe winter climate and its variability ([1]).

Understanding Roles of Oceanic Fine Structures in 
Climate and Its Variability
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2.2 Uncertainty of interannual variability in ocean 
circulations

Signifi cant uncertainty of atmospheric variability is known, 
and observed atmospheric variability is regarded as just a single 
realization among different dynamical states that could occur. In 
contrast, subject to dominant forcing, the ocean circulation has 
been considered to be rather deterministic under the prescribed 
atmospheric forcing, and it still remains unknown how uncertain 
the upper-ocean circulation variability is. To investigate it, we 
conducted multiple simulations with an eddy-resolving ocean 
general circulation model driven by the observed interannually-
varying atmospheric forcing under slightly different conditions. 
The results revealed substantial uncertainty due to intrinsic 
variability in the extratropical ocean circulation, especially 

Fig. 1 Root mean square difference among the ensemble members 
(shade) and mean (contours) of sea surface height in the ocean 
general circulation model. 
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along the Kuroshio and its eastward extension (Fig. 1). These 
suggest that multi-member ensemble simulations are essential 
for understanding and predicting variability in the currents, 
which are important for weather and climate variability and 
marine ecosystems ([2]).

2.3 Implement of tidal mixing effect into ocean model
Oceanic tidal mixing over rough topography at straits makes 

large impacts on the water property in vertical. The effect 
should therefore be implemented into ocean model, but our 
ocean simulations have not included it ([3]). Then we conducted 
sensitivity simulations of the North Pacific at 0.1° horizontal 
resolution model with and without tidal mixing parameterization 
([4]). Low salinity in the subsurface in the Banda Sea is 
improved by the parameterization (Fig. 2). In addition, 
improvement of water property in the Indian Ocean is expected 
through the water spreading from the Indonesian archipelago. 
We are going to implement the tidal mixing parameterization 
into the eddy-resolving global ocean simulation.
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アンサンブル同化手法を用いた観測システムの最適化に関する研究
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独自に開発したアンサンブルデータ同化システムを利用し、国際協力に基づく特別観測がデータ同化結果やそれを初
期値とした予報結果に与える影響を観測システム実験により調査した。（1）2012年 8月の猛烈な北極低気圧の事例で
は、はるか上流側で実施されたドイツの砕氷観測船 Polarstern号のラジオゾンデ観測データを同化することにより、こ
の低気圧の形成・発達をより高精度に予報可能であることを示した。（2）日本・ドイツ・カナダによる環北極海特別観
測（ARCROSE）では、北極海航路の障害となる強風や急激な海氷の移流をより高精度に予測できることがわかった。また、
海洋地球研究船「みらい」による高頻度高層気象観測を利用し、観測頻度が予報の精度に与える影響を定量的に評価した。
（3）ベトナム –フィリピン集中観測 2010（VPREX2010）では、ラジオゾンデ追加観測データを同化することにより、そ
の後急激に発達してベトナムに豪雨をもたらすような初期段階の西進擾乱をより現実的に再現できることを示した。

キーワード： アンサンブルデータ同化 , 観測システム実験 , 北極低気圧 , 北極海航路 , ARCROSE, VPREX2010

1.	 はじめに
海洋研究開発機構は、極域から熱帯まで世界各地で様々
な観測を実施している。本課題は、アンサンブル手法に
基づく先駆的なデータ同化システムを応用した観測シス
テム実験を行うことにより、観測のインパクトを定量的
に評価し、最適な観測システムの設計に役立てることを
目的とする。
観測データを大気または大気海洋結合モデルへ同化す

ることにより、時間発展する解析誤差（不確実性）を推
定可能な高精度の再解析データセットという「科学的に
有益な統合情報」を構築する。独自の同化システムを利
用すれば、特定の観測データを同化する /しないという実
験が可能になり、解析誤差の変化からその観測データの
影響を定量的に評価することが可能になる。つまり、現
象の発生メカニズムや予測可能性に関する知見に加えて、
最適な観測システムを設計するための指針を得ることが
可能となる。また、大気海洋結合系へのデータ同化の適
用は、それ自体がチャレンジングな課題である。
これらの研究開発を通じ、観測とシミュレーションと
が融合した世界最先端の研究基盤を確立し、観測システ
ム研究に関する世界的な「中核機関」となることを目指す。

2.	 データ同化システムALEDAS2 の概要
AFES–LETKFアンサンブルデータ同化システム Ver. 2

（ALEDAS2）[1]は、予報部分である地球シミュレータ用
大気大循環モデル（AFES）と、データ同化部分である局
所アンサンブル変換カルマンフィルタ（LETKF）からなる。
解像度は水平 T119（約 100km）、鉛直 L48（上端は 3hPa）

である。アンサンブルメンバー数は 63、共分散の局所化
スケールは水平400km、鉛直0.4ln p、スプレッド膨張率は0.1
（固定値）であり、米国環境予測センター（NCEP）が編纂
した観測データ（PREPBUFR）を 6時間毎に同化する。

3.	 再解析データセットALERA2 の構築
ALEDAS2を用いた実験的アンサンブル大気再解析
データセット ALERA2を 2008年 1月から構築し、研究
コミュニティ向けに機構のサーバから順次公開している。
2014年度末に地球シミュレータが更新されたこともあり、
2015年度は、改良したデータ同化システムを用いて 2015
年 1月から計算を再開した。2015年度末時点で 2016年 1
月まで到達している。

4.	 観測システム実験の実施
ALERA2を参照データとし、観測データの影響評価（観

測システム実験）を行った。

4.1.	 ラジオゾンデ観測が夏季北極低気圧の予報に与
える影響

北極海上での高層気象観測が、2012年 8月初旬に発達
した猛烈な北極低気圧（以下 AC12）の予報に与える影響
を観測システム実験（OSE）により調べた。

ALERA2を標準実験（CTL）とし、一方の OSEでは、
ドイツの砕氷観測船 Polarstern号によりスピッツベルゲ
ン島近傍で 7月中旬から 8月初旬にかけて取得されたラ
ジオゾンデ観測データ（図 1）を使用せずに再解析データ
を作成した。両者を比較すると、その差（誤差）が、特



214

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

に対流圏上層の高度約 10km付近に Polarstern号の観測期
間中に系統的に現れることがわかった。この高度は、地
上付近に比べて観測数の少ない高度である。さらに極域
は中緯度や熱帯域に比べて観測が少ない領域となるので、
この極域での高層観測は、単一船の集中観測でも大きな
影響を及ぼしたと考えられる。その上、誤差は偏西風の
影響で観測域から東へ 1000km程度下流にまでその影響が
伝播し、形成段階の AC12にも影響を与えていることが
わかった。その結果 CTLの方が形成時の AC12付近の大
気場の再現性が高くなっていた。ただし、ここでの誤差
は小さく、OSEでも AC12の発達が再現されていた。

しかし、CTLと OSEの小さな誤差が、予報において
は大きな精度差を生む可能性がある。そこで、これら二
つの再解析データを初期条件としてアンサンブル予測を
行った（図 2）。すると、CTLでは AC12の形成や中心気
圧の下降が精度よく予測されたのに対し、OSEでは著し
く弱くなることがわかった。
これらの結果から、AC12のはるか遠方で取得された

Polarstern号によるラジオゾンデ観測データの影響が、観
測の少ない極域対流圏上層の再現性を向上させ、さらに
上空の偏西風を通じて下流域に伝播したことが、AC12形
成の予測にとって重要であったことが示唆された。
（本節は [2],[PR1]を基にした。）

4.2.	 北極海上での特別観測による北極海航路の気
象・海氷予測の改善

地球温暖化に伴う北極海氷域の減少と関係して、融氷
期における「北極海航路」は魅力的なものとなりうる。
しかしながら、航路上では北極低気圧などの大気擾乱が
発生・通過するため、それによる強風・高波や海氷の移
流によって船舶の運航を困難なものにする恐れがある。
安全な航海のためには気象と海氷の正確な予報が望まれ
るが、現在の予報技術でもそこには大きな不確実性が存
在している。その原因の一つが北極域で使用するべき気
象観測データが著しく限られていることであり、それに
よって気象予報のための精度の良い初期値（解析値）を
作れないことである。本研究課題のメンバーは北極域の
観測に携わってきた研究者と大気・海洋モデルを開発す
る研究者を有し、さらに独自にデータ同化システムを開
発・運用する経験を持っている。そこで、約 1ヶ月に及
ぶ環北極海特別観測（ARCROSE）を国際協力のもと企画・
設計し、その観測が北極海航路の気象予測に与える影響
について ALEDAS2を用い定量的に評価した。
本研究では、海洋地球研究船「みらい」によって北極

海上での高層気象観測を実施するとともに、ドイツとカ
ナダが環北極海に有する現業観測 3点（ニーオルスン・
ユーリカ・アラート）でも追加の高層気象観測を行い、
これらの特別観測データを同化して再解析データを作成
し、同化しない再解析データとの比較を行った。同化し
たデータとしていないデータを初期値として 5日予報を
行い、それぞれの気象予報場を CTLと OSEとして精度を
比較した。2013年 9月 20日前後にロシア沿岸域に発生し
た高気圧とその縁辺部で数日間継続した強風事例に対し、
9月 15日を初期値として予報実験を行った。さらに、こ
の高気圧事例の予報について、最大 1日に 8回行われた
特別観測点での日観測頻度を変更した（同化する頻度を
間引いた）初期値データを作成し、観測頻度が予測誤差
に与える影響を調査した。
結果、OSEに対して CTLでは、高気圧の移動や強さ

をより高精度に予報できることがわかった。これによ
り、CTLでは北極海航路の障害となる強風をより高精度
に予測できた。さらに、この特別観測の影響を含んだ表
層風を用いて海氷を初期値化することにより、北極海航

図 2 Polarstern号の観測を同化する実験（赤線）としない実験（青
線）での AC12形成・発達の予報結果。値は AC12中心気
圧（hPa）の時系列を示している。細線は全アンサンブル
予報の結果（確率値）を示し、太線は全アンサンブルの平
均値（予報値）を示している。黒線は同化システムによっ
て得られた解析値で、現実の AC12中心気圧の時間変化に
対応している。

図 1 2012年 8月 6日の AC12の海面気圧（hPa, コンター）と
Polarstern号の観測位置（赤点）。両者の位置が大きく離れ
ていることがわかる。カラーは海氷分布を示す。この海面
気圧は最盛期の AC12を示しており、これはロシア中部で
発生したAC12が北東に移動しながら発達したものである。
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路上での急激な海氷の移流を精度よく予測できることが
明らかとなった。最後に観測頻度の影響については、観
測頻度増加の影響は 1日 4回の観測で頭打ちとなり、8
回では精度向上の効果が少ないことを示した（図 3）。こ
れらの結果は、観測コストを考慮した北極海航路のため
の最適な北極域観測システムのデザインに有益であり、
ALEDAS2を用いた観測影響の定量的な評価によって実現
したものである。
（本節は [3],[PR2]を基にした。）

4.3.	 VPREX 期間中に南シナ海で発達した西進擾乱
の解析に対するラジオゾンデ追加観測の影響

中部ベトナム海岸域の雨季は 10月から 11月にあたり、
この時期は洪水をもたらすような非常に激しい降水がみ
られることが知られている。海洋研究開発機構とベトナ
ム水文気象局およびフィリピン大気地球物理天文局は、
このようなベトナム東岸に豪雨をもたらす西進擾乱の発
生および発達に関わる周辺環境場の状況を捉えるため、
ベトナム –フィリピン集中観測 2010（VPREX2010）を実
施してラジオゾンデ等による強化観測を行った。
本研究では、VPREX2010におけるラジオゾンデ追加観

測の影響を、ALEDASを用いた観測システム実験により
調べた結果を示す。2010年 9月 15日から 10月 15日の
観測期間中、南シナ海で発達した西進擾乱が、ベトナム
東海岸および海南島で豪雨を引き起こす事例が見られた。
追加観測を行ったラジオゾンデの観測データを同化する
ことにより、擾乱周辺の大気下層において、風速、気温、
比湿の顕著な増加が見られた。また、南北風の解析誤差
の指標となるアンサンブルスプレッドは、インドシナ半
島からフィリピン海、西太平洋および日本の南にかけて、
同化前に比べて 5–25%の減少がみられた（図 4）。さらに、
追加観測によって擾乱周辺の風速はより強く解析される

ようになり、アンサンブルスプレッドが増大する結果が
得られた。このことは、南シナ海において発達初期の段
階にある擾乱は、追加観測のない状況ではよく解析され
ていないことを示している。つまり、南シナ海で急激に
発達してベトナムに豪雨をもたらすような擾乱の解析を
改善するには、ベトナムおよびフィリピンにおける継続
的な強化観測が重要であることが示された。
（本節は [4]を基にした。）

5.	 新たなシステムALEDAS3 の開発
再解析データの精度を向上させ、また、より高度な観

測システム実験を可能とするため、新たなデータ同化シ
ステム ALEDAS3の開発を段階的に進めている。まず、
多様な観測データに対応するため観測演算子を分離した。
アンサンブルメンバー数の増強（63→ 255）により、サ
ンプリング誤差が大きく減少し（図 5）、海面付近のスプ
レッドの過小評価（予報精度の過大評価）も緩和された。
さらに、観測データの情報をより効果的に抽出するため
スプレッド膨張率を動的に変化させる手法（適応型膨張）
も導入し、試験計算を実施している。今後、複数の観測デー
タに対する予報の感度を同時に評価する診断手法（EFSO: 
Ensemble Forecast Sensitivity to Observation）の導入に取り
組む予定である。

図 3 （上）各予報実験におけるロシア沿岸の高気圧の予報スキ
ルの時間発展（値が高い方が予報精度が良い）。黒線が
CTL、それ以外が OSEに対応する。観測データを取り除
く（非同化）と予報スキルが低下する。（下）「みらい」の
ラジオゾンデ観測データの 1日当たりの観測回数と予報ス
キルの関係。4回以上で予報スキルが飛躍的に向上する。

図 4 2010年 9月 15日から 10月 15日で平均した 0.7σ面にお
ける南北風の解析誤差軽減率。白丸は同化したラジオゾン
デの観測点を示す。
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図 5 ALERA2の 2015年 3月 11日 00 UTCにおける、10m南北
風の空間相関（色）と海面気圧（等値線）。（上）63メンバー、
（下）255メンバー。63メンバーで見られたサンプリング
誤差に起因する非現実的な相関が 255メンバーでは大幅に
抑えられている。
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1. Introduction
We have developed the AFES–LETKF ensemble data 

assimilation system ver. 2 (ALEDAS2) [1], which consists of 
AFES (atmospheric general circulation model for the Earth 
Simulator) as the forecast model and the LETKF (local ensemble 
transform Kalman filter) as the data assimilation scheme, 
and constructed the AFES–LETKF experimental ensemble 
reanalysis ver. 2 (ALERA2) from January 2008 to the present 
by assimilating observational data of the National Centers for 
Environmental Prediction (NCEP) global data assimilation 
system (PREPBUFR). Several observing system experiments 
are conducted by using the ALERA2 as the reference to 
investigate the influence of the specific observations.

2. Impact of radiosonde observation on a summer-
time Arctic cyclone formation forecast
Impact of Arctic radiosonde observations on forecast of 

the ‘strongest’ early-August 2012 Arctic cyclone (AC12) 
of all August was investigated through an observing system 
experiment (OSE). ALERA2 was used as the control experiment 
(CTL) which could reproduce development of AC12 and large-
scale fields surrounding it. The OSE is the same reanalysis as 
the CTL except that radiosonde observations from the Germany 
icebreaker Polarstern that cruised near Svalbard during mid 
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July to early August 2012 are excluded.
Comparing the two reanalyses, the upper tropospheric 

circulations over the north of mid Eurasia were different just 
before AC12 forms; in the CTL, a tropopause polar vortex over 
there was stronger than that in the OSE. This indicates that the 
upper-level field in the OSE had less potential for baroclinic 
instability over the mid Eurasia.

Ensemble predictions were then conducted by using the two 
reanalyses as initial values when the polar vortex approached 
to the north of mid Eurasia. The prediction from the CTL could 
reproduce the formation of AC12, while that from the OSE 
could not well (Fig. 1). Therefore, observations being acquired 
far from AC12 affect the prediction of the cyclone via the upper 
tropospheric circulation in the atmospheric west wind drift.

(This section is based on [2] and [PR1].)

3. Optimized Arctic observations for improving 
weather forecast in the Northern Sea Route
During ice-free periods in the Arctic Ocean, the Northern Sea 

Route (NSR) could be an attractive shipping route. The decline 
in Arctic sea-ice extent, however, could be associated with 
an increase in the frequency of the causes of severe weather 
phenomena, and high wind-driven waves and the advection of 
sea ice could make ship navigation along the NSR difficult. 
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Accurate forecasts of weather and sea ice are desirable for safe 
navigation, but large uncertainties exist in current forecasts, 
partly owing to the sparse observational network over the Arctic 
Ocean. Here, we show that the incorporation of additional 
(special) Arctic observations under the Arctic Research 
Collaboration for Radiosonde Observing System Experiment 
(ARCROSE) improves the initial analysis and enhances the skill 
of weather and sea-ice forecasts, the application of which has 
socioeconomic benefi ts.

To investigate the impact of these additional observations 
on the weather forecasts over the Arctic, we focused on a high-
pressure system along the NSR on September 20, 2013 that 
caused strong coastal winds and rapid wind-driven sea-ice drift 
over the NSR. The forecast experiment using ALERA2 (CTL) 
assimilated routine global observations, which included all the 
additional observation data, and the other experiments using 
reanalyses that excluded some of the additional data (OSE) were 
conducted and compared to quantify the impact of the special 
observations.

It was found that the uncertainty in the forecasted wind fi elds 
associated with the high-pressure system was reduced in the 
CTL forecast experiment. Based on several sets of sensitivity 
tests (comparison of the OSEs), we found that four launches per 
day, once every six hours, is the most cost-effective observing 
frequency.

(This section is based on [3] and [PR2].)

4. The impact of additional radiosonde observations 
on the analysis of disturbances in the South 
China Sea during VPREX2010
The central Vietnam coastal region experiences an annual 

rainy season from October to November and experiences heavy 

rainfall frequently during the season. The Vietnam–Philippines 
Rainfall Experiment 2010 (VPREX2010) observation campaign 
was conducted by the JAMSTEC, National Hydrometeorological 
Service of Vietnam (NHMS) and Philippine Atmospheric, 
Geophysical and Astronomical Service Administration 
(PAGASA) to focus on westward-propagating disturbances that 
affected the coastal region of Vietnam. Additional radiosonde 
observations were conducted in Vietnam and the Philippines 
to observe synoptic conditions related to the generation and 
development of westward-propagating disturbances.

In the present study, the impact of additional radiosonde 
observations during the VPREX2010 was investigated by 
performing observing system experiments using the ALEDAS. 
During the experimental period from September 15 to October 
15, 2010, a westward-propagating disturbance was developed in 
the South China Sea and caused heavy rainfall on the east coast 
of Vietnam and Hainan Island. By assimilating the additional 
radiosondes, significant increases in wind speed, temperature 
and specific humidity were detected in the lower troposphere 
around the disturbance. In addition, the analysis ensemble 
spread for meridional wind decreased by 5–25% across the 
Indochina Peninsula, Philippines Sea and western Pacific to 
the south of Japan (Fig. 2). Moreover, winds became stronger 
around the disturbance due to the additional observations, and 
the ensemble spread for wind speed became larger. The results 
show that the disturbance in an early stage of development was 
not well detected in the South China Sea without the use of 
additional radiosonde observations. Therefore, it is suggested 
that continuous and intensive radiosonde observations in 
Vietnam and the Philippines are essential for the improvement 

Fig. 2 Analysis error reduction rate of meridional wind for a σ-level 
of 0.70 averaged from September 15 to October 15, 2010. 
White dots indicate the stations of the assimilated radiosonde 
observations.

Fig. 1 Forecast results of AC12 formation and development in the 
experiments with (red) and without (blue) the Polarstern 
radiosonde observations. The values indicate time sequences of 
AC12 central pressure (hPa). The thin lines indicate the results 
of all ensemble predictions (probability values) while the thick 
lines mean of all ensembles. The black line is analyzed values 
obtained by the data assimilation system, corresponding to the 
real-time change of the AC12 central pressure.
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of the objective analysis of such disturbances.
(This section is based on [4].)
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南アジアから東アジアの社会・経済に大きく影響する気候の理解を深めるには、モンスーンや熱帯域の大気・海洋現
象の理解が不可欠である。中緯度の東アジア域では、熱帯域からの影響に加え、中緯度域の大気・海洋循環の年々～十
年規模の変動の影響も受ける。このような気候システムを統合的な理解を深めるため、本課題では、積雲対流を解像可
能な大気モデルから数千年スケールの古気候を表現可能な大気海洋結合モデルまでを階層的に用いた研究を、ハワイ大
学国際太平洋研究センターとの共同研究によって進めている。本報告では平成 27年度の成果から、特に降水過程に注目
し、その台風やインドモンスーンへの影響、更に、氷床や海氷への影響も通じてそれが海洋循環に及ぼす影響に関する
研究成果を簡潔に紹介する。

キーワード： アジア・太平洋域 , 台風 , モンスーン , 海洋塩分 , 古気候

1.	 本課題の概要
南アジアから東アジアの社会・経済に大きく影響する
気候の理解を深めるには、モンスーンや熱帯域の大気・
海洋現象の理解が不可欠である。中緯度の東アジア域で
は、熱帯域からの影響に加え、中緯度域の大気・海洋循
環の年々～十年規模の変動の影響も受ける。このため本
課題では、熱帯域の積雲形成を伴う大気擾乱から季節内
変動、モンスーン形成とその変動過程の繋がりを階層的
なモデルにより理解する。更に中緯度域の大気海洋相互
作用や、海洋循環の長期変動に関する研究を進め、統合
的な気候システム理解を目指す。

2.	 今年度の成果
2.1	 全球非静力学モデルを用いた台風発生過程に関
する研究

夏季アジア太平洋域ではモンスーンを背景場として例
年多くの台風が発生し、人間活動に大きな影響を及ぼす。
台風の発生・発達のメカニズムを理解し、その予測可能
性を高めることは科学的に重要であるばかりでなく、社
会的にも有益な課題である。本研究では全球非静力学モ
デル NICAM（Satoh et al. 2014[1]）において 3.5kmメッシュ
を用い、雲降水過程を忠実に扱う数値実験を行うことに
よりこの課題に取り組む。
図 1に 2008年 6月にフィリピン海で発生した台風事例

（Fengshen）の物理アンサンブル計算における、中心付近
（半径 1度内）の非断熱加熱率の鉛直分布（左）と海面気
圧・風速・降水（右）の時系列を示す。台風の発生がシミュ
レートされた計算（上 2例）では、渦中心付近で継続的
に雲が発生し潜熱放出（左）をもたらすことにより台風
循環が駆動され気圧が深まるのに対し（右）、雲はできる

ものの渦中心に集中（組織化）しなかった計算（下 2例）
では、現実的な台風の発達がシミュレートされなかった。
以上の結果から、台風発生期の初期渦中心付近における
雲の組織的な生成の重要性が確認される。

2.2	 CFES で再現されたモンスーン季節内変動のラ
イフサイクルに伴う熱力学過程

北半球の夏季において、Madden-Julian oscillationに伴い
赤道域に捕捉される対流活動偏差は、背景場のモンスー
ン循環と相互作用することにより、北部インド洋や北西
太平洋上を北進する対流活動偏差に分岐する。このモン
スーン季節内変動の複雑な時空間変動を表現することは、
気候モデルコミュニティの大きな挑戦課題の 1つになっ
ている。
ここでは、この変動を支配する物理過程を明らかにす
るために、大気海洋結合モデル CFESの 2つのバージョ
ンを用いて、モンスーン季節内変動の再現性に関する感
度実験を行った。標準実験では、積雲対流の雲頂高度の
計算の際に、より乾燥した環境大気の取り込み（エント
レインメント）よる対流気塊の水蒸気希釈の効果は考慮
されないが、最新版 CFESでは、その効果を考慮する。
標準実験と比較して最新版では、モンスーン季節内変
動に伴う組織化された対流活動偏差の時間発展がより良
く表現され、観測で知られる特徴の再現に成功した（図 2）。
水蒸気及び湿潤静的エネルギー収支の診断解析から、南
北風偏差による背景場の水蒸気分布の移流が、北部イン
ド洋を北進する対流活動偏差の主要因であることが明ら
かになった。
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図 1 全球 3.5kmメッシュの全球非静力学モデルを用いた物理アンサンブル計算における台風初期渦中心付近（1度内）の（左）非断
熱加熱率および（右）海面気圧（○）、10m風速（＋）、降水率（●）。

図 2 モンスーン季節内変動に伴う降水偏差（mm/day）の時間発展。Day 0はインド洋赤道域東部における対流活動偏差が極大になる
位相に、その他のパネルは 5日毎にずらした位相に対応する。対流活動偏差のインド洋赤道域における東進と振幅増加、さらに
北部インド洋への北進が再現されている。
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2.3	 海面塩分の海洋循環への影響
降雨の観測精度は十分でなく、大気海洋結合モデルで
も再解析モデルでも降雨分布の精度は良くないことが知
られている。この誤差が海面塩分の誤差となることは容
易に想像できるが、それが海洋の力学や亜表層の塩分に
どのような違いをもたらしているのかは不明である。そ
こで、本研究では、2005年から 2014年までの Argo観測
で得られた海面塩分変動を準全球渦解像海洋大循環モデ
ル OFESに与え、気候値に緩和した場合と比較し、混合
層深度や亜表層への影響を調べた。
混合層深さの経年変動は概ね改善する。塩分が混合層
に効く地域である赤道西太平洋・北大西洋亜寒帯・南極
環海で特に改善が大きい。亜表層の塩分経年変動は、亜
熱帯では概ね改善し、それ以外の地域では余り改善しな
い。その違いの原因を探るため、二つの実験の差を「力
学成分」と「辛さ成分」に分ける。力学成分では、カオ
ス性による差が卓越する。辛さ成分には大規模な流れ場
による偏差の移流が見え、海面塩分の経年変動は、主に
沈み込みに伴う移流で亜表層に伝わることが分る。これ
が亜熱帯での改善の原因であろう。加えて、インド洋には、
太平洋で沈み込んだ偏差が移流されるが、これが南イン
ド洋亜熱帯での改善に寄与している可能性がある（図 3）。

2.4	 氷期の海洋深層循環と気候形成メカニズムに関
する研究

大気海洋結合モデルMIROCを用いて最終氷期最盛期
（LGM）の実験設定でモデルパラメタや境界条件依存の感
度実験を実施した。海洋堆積物等の古気候データから氷
期の中頃には強い海洋循環の時期もあり変動が大きかっ
たが、最終最大氷期の 2万年前頃は、海洋循環（AMOC）
は弱かったことが分かっている。しかし、これまでモデル
研究では LGMの AMOCをうまく再現できていなかった。
だが、ESの更新により、大気海洋結合モデルで数千年

以上の時間積分が容易となり、長期積分を行った結果、
弱い AMOCが実現する条件として北米氷床の存在や北大
西洋の風応力と海氷の役割、南大洋の深層水が重要であ
ることがわかった。また、AMOC自身が数千年のスケー
ルで自励的な振動を示すこともわかった。氷床の融解水
などの外部要因がなくても AMOCが振動的な振る舞いを
示すことは、氷期に 1500～ 3000年のスケールで起こっ
た急激な気候変動であるダンスガード・オシュガー振動
の理解に役立つと期待される。
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図 3 24.2 σθ面上での塩分の、二つの実験での差（「辛さ偏差」）。
2009年 8月。北太平洋で沈み込んだ負の偏差が、インド洋
亜熱帯に達した頃。黒線は、2009年の間で、もっとも赤道
よりのこの層の露出線。
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1. Tropical cyclone study using a global nonhydrostatic 
atmospheric model NICAM
Tropical cyclones (TCs) are a major weather disaster in 

the Asia-Pacific domain during the boreal summer season. 
To deepen our understanding of the mechanisms of TCs is a 
demanding task. Here we aim to deal with this task by global 
cloud-permitting simulations using Nonhydrostatic Icosahedral 
Atmospheric Model, NICAM (Satoh et al. 2014[1]). A series 
of global 3.5-km mesh simulations of a case study of Typhoon 
Fengshen (2008) are presented in Fig. 1. Four simulation 
cases with different physical settings are displayed. In the 
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cases with strong TC develops (Fig. 1a, b), a large amount of 
diabatic heating were released by successive formation of deep 
convection near the storm center, which led to intensification of 
the TC circulation and pressure deepening. In contrast, increase 
in diabatic heating and precipitation are much slower in the 
weak TC cases (Fig. 1c, d). These results confirmed the critical 
role of deep convection in the inner core formation of TC and 
subsequent intensification. Detailed analysis of the reasons that 
cause such different behaviors are underway. 

Fig. 1 (left) Time-height sections of diabatic heating rate and (right) time series of surface precipitation (+), 10-m wind speed (●), and sea level 
pressure (○), averaged within the 1-degree distance from the storm center in the global 3.5-km mesh simulations. Top and bottom panels 
display ensemble cases with different physical parameters.
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2. Thermodynamical processes with monsoon 
intraseasonal variability in CFES
During boreal summer, the equatorially trapped convective 

anomalies associated with the Madden-Julian oscillation 
(MJO) interact with the mean monsoon resulting in northward 
migration of convective anomalies over the northern Indian 
Ocean and tropical west Pacific. It is a grand challenge for 
climate models to realistically simulate the complex space-
time evolution of the monsoon intraseasonal variability. Here 
we diagnose two versions of the coupled general circulation 
model (GCM) CFES integrations for their ability to simulate 
the monsoon intraseasonal variability. In the latest version the 
convective parameterization scheme takes into account of the 
nonlinear interaction between the entrainment and the buoyancy 
profile, whereas in the previous version air parcel is assumed 
to be isolated from environment when the buoyancy profile is 
estimated. A key result is that in the latest version, organization 
of convective anomalies associated with the space-time 
evolution of monsoon intraseasonal variability is better than 
the earlier version, and bears close resemblance to observed 
features. Budget diagnostics indicate that horizontal advection 
of climatological moisture by anomalous meridional wind as the 
principal mechanism for the poleward migration of convective 
anomalies over the northern Indian Ocean.

3. Impacts of sea-surface salinity on ocean state
To explore the impacts of sea-surface salinity (SSS) on 

ocean circulation and subsurface water masses, we replaced 
the reference, climatological SSS of our eddy-resolving ocean 
model OFES with one based on Argo observation from 2005 
to 2014. It was found that the inclusion of the observed SSS 
improves the interannual variability of the mixed layer depth 
over the western tropical Pacific, subpolar North Atlantic, and 
Southern Ocean, where salinity (or precipitation) is influential 
in sea-surface density variability.  The interannual variability 
in thermocline salinity tends to be improved in subtropics, 
where SSS signal is brought to the thermocline by subduction 
and advected by the wind-driven, general circulation.  It is 
interesting that this advective path brings the SSS signal from 
the north Pacific to the eastern South Indian Ocean via the 
Indonesian Throughflow.

4. Mechanisms of ocean circulation and climate 
changes in the glacial periods
To investigate dependencies of climate and ocean states 

on the model parameters and the boundary conditions during 
the last glacial maximum (LGM, 20,000 years ago), we have 
conducted several sensitivity experiments using a coupled 
atmosphere-ocean GCM MIROC. Observational studies with 
paleo-climate proxies like marine sediments have shown that 
the Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) was 
strong and variable during mid glacial periods while it was 
weaker around the LGM. Numerical studies, however, could 
not have reproduced such weaker AMOC during the LGM. 
Thanks to the update of the Earth Simulator, now it is practical 
to perform coupled GCM experiments to integrate longer than 
a few thousand years. The results show that the existence of 
ice-sheet on north America, wind-stress and sea-ice over the 
northern Atlantic Ocean, and deep water formation over the 
Southern Ocean are important factors for the weaker AMOC. 
Moreover, self-induced oscillation with thousand-year scales 
are shown in AMOC. The simulated oscillation without external 
driving mechanisms such as melt-water input from the ice-sheet 
is expect to help to understand the mechanism of Dansgaard-
Oeschger cycles, which is an abrupt climate change of 1500 to 
3000 year scales during glacial periods.
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本課題では数値手法開発に明るい研究者が集まり、主にマントル・コア・マグマのダイナミクスの諸課題において特
徴的な、しかし既存のアプローチでは扱いが困難な幾何形状、時空間解像度、そして物性に起因する数値的悪条件といっ
た問題を克服するための先進的な手法開発を行っている。そして、既存にはない固体地球の大規模シミュレーション研
究を実施するものである。また、マグマ対流や津波における堆積層形成、マントルの熱化学進化、コア形成時の内部構
造変化、ダイナモ形成における内核の役割といった個々の問題の解決を目指すとともに、それらを統一的な数値モデル
の下で記述する数値惑星シミュレーションの実現をグランドチャレンジとする。
本年度は、粒子法における動的負荷分散並列化手法開発ならびに本課題で開発したマントル対流コードを用いたスー
パーアースのマントル対流の解明において、大きな進捗があったため本稿で紹介する。並びに現在取り組んでいる惑星
ダイナモシミュレーションについても紹介する。

キーワード： 粒子法 , 動的負荷分散 , 津波 

1.	 粒子法における動的負荷分散技術開発
	 （古市＆西浦）

SPH（Smoothed Particle Hydrodynamics Method）や DEM
（Discrete Element Method）に代表される近接粒子相互作
用の粒子法は大変形や混相流問題の扱いに強く、地球科
学を含め多くの分野で活用されている。本課題でもマグ
マの結晶粒子を伴う混相流ダイナミクスを解明するため
に、高粘性流体の Stokes流コードに DEMを結合させた
Stokes-DEM法を開発した [1]。しかしながら現状、既存
のコードでの SPH、DEMの大規模並列計算は困難である。
なぜなら、計算実行中に粒子分布が変化する事で、計算
コスト不均質性も激しく変化し並列化効率を妨げるため
である。未だにこの問題の決定的な解決手法は確立され
ていない。そこで我々は、計算中に並列空間領域分割を
変更する動的負荷分散技術の開発に取り組んだ。

1.1	 手法
開発の元となるのは既に論文発表等を行った SPHコー

ド [2]であり、ノード内は OpenMP、ノード間はMPIによ
る Hybrid並列を実施している。SPHでは近接粒子のみと
相互作用するため、近傍粒子検索に有利なセル領域によ
る並列化を用いた。領域分割法には slice gridや orthogonal 
recursive bisectionに用いられる各列において異なる分割が
可能な 2次元の直交格子を採用した（図 2）。具体的には
まず x方向の列要素（I = 1,2,3,…Nx）に一次元領域分割
を行い、y方向には各列で各々異なる分割を（J = 1,2,3,…
Ny）行う。各要素 はのりしろ領域（halo）を持ち、毎ス

テップその領域の粒子群はMPI通信により整合性を保つ。
本研究では、このようにして定義される 2次元領域要素
を動的に変更してMPIプロセス毎に負荷を均質にする事
を試みる。計算負荷は各プロセスで演算時間と通信時間
を計測する事で見積もった。本手法は境界壁粒子などの
粒子毎に異なる計算負荷の扱いにおいても、容易に負荷
分散が行え、また、近年の話題となっているヘテロジニ
アスな計算機アーキテクチャにも適応が可能である点で、
既往研究のプロセス毎の粒子数を基準にする手法と比較
して優れている。計測した計算負荷は疑似ニュートン法 [3]
の枠組みで動的に負荷分散される。ここで簡略化のため、
で仕切られた I方向 1次元領域分割を考える（図 1 (b)）。
n回目のリスト更新時間に I番目の並列化領域要素に費や
した実行時間を nt とすると、要素の境界 n

Ix  で時間差
nnnn ttxf 1III )( −−=  (1)

が定義できる。ここで、式 (1)を残差ベクトルとみなせ
ば負荷分散の達成は nt を n

Ix の関数として残差のノルムを
最小化する非線形問題だとみなせる。非線形ソルバー
としてニュートン法が最も有名であるが、Jacobian行列 
( nn xtJ ∂∂= )を直接求めるのは計算コストが大きいため
本研究では Picard法による前処理解法を選択した。負荷
分散バランサーではグリッド境界の変位量として、

nfJx −=δ

(

 (2)

を求める。ここで は Jacobianの対角前処理行列であり
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である。これにより として領域分割を変更することが出
来る。近似ではあるが Jacobianを見積もることで、ノー
ド数が増えた時に問題となる主に通信性能に起因する非
線形な計算コストの振る舞いを考慮するのに適している。

1.2	 結果
SPHによる水塊問題を解きベンチマークテストを行っ
た。壁粒子の上にお椀状に配置された水粒子の問題を、初
期条件では粒子数を均質にするように空間領域分割を行
い、その後、実行時間が均質になるように負荷分散を実
施した。484ノードを用いた計算での初期分割では（図 1 
(c)）、壁粒子と水粒子の計算コストが異なるために各ノー
ドの実行時間のばらつきが 74%であったものが、バラン
サー適応後には 37%（図 1 (d)）になり、実行時間では約
53%の削減が達成された。また並列化性能を測定では粒
子分布偏差を持つ問題にもかかわらず、強弱スケーリン
グが計測され（図 2 (a)）、8.9億粒子の計算では並列化率
99.96%を達成した。このことは、提案した手法が地球シ
ミュレータの性能を十分に活用できることを示している。
これらの手法開発を SPHと DEMに実装を行う事で、

近接粒子相互作用計算として世界最高規模である億単位
粒子数の大規模計算を新 ES上で可能にした（図 2 (b)）。

2.	 巨大内核を持つ惑星の惑星ダイナモシミュレー
ション（宮腰、陰山）
本課題は、その主な計算を平成 27年度特別推進課題の
一つとして実施したが、計算の一部を本課題でも実施した。

地球型惑星の内部は、マントル（岩石）とコア（金属）
から構成されている。コアの部分はさらに外核と内核と
いう、二層構造に分かれ、外核が液体金属、内核が固体
金属から成る。金属は良導体であり、もし外核内の液体
金属に対流が生じれば、電磁誘導の法則により磁場と対
流運動の双方に直角に電流が流れる。この電流が元々あっ
た磁場を強めることができれば惑星磁場は増幅、維持さ
れると考えられる。この過程はどの惑星でも生じている
わけではない（例えば、金星や火星には磁場が存在しな
い）。また、生じる磁場の強さも惑星によって異なってい
る（例えば水星の磁場は地球よりもかなり弱い）。太陽風
や宇宙線などの高エネルギー荷電粒子は生命にとって有
害であるが、惑星磁場はこれらが地球表層を直撃するの
を防いでいる。この防御効果は磁場の強さに依存するた
め、ダイナモ活動の活発さは惑星表層の環境とも関係し
ていると考えられる。
液体金属と磁場の相互作用を記述する、ダイナモ過程の

支配方程式は電磁流体（MHD, Magnetohydrodynamics）方
程式である。この方程式は 8つの独立変数（3次元の場合）
を持つ偏微分方程式であり、多数の非線形項を持ち、解
析的に解く事は限られた状況を除いてほぼ不可能なため、
数値シミュレーションが有効な解析手段となっている。加
えてコアの対流の時間スケールは数千年以上で、また惑星
深部の現象のためその流れを直接観察する事も出来ない。
これらの点からも数値シミュレーションが有効な解析手
段の一つとなっている。
ところで地球の内核の半径は、コア全半径の 35%ほど

であるが、この大きさは不変ではない。惑星内部の冷却
の進行に伴い、その大きさは増大していく。また、水星
はコア半径に対し地球よりもかなり大きな割合の内核を

図 2 (a)並列性能。(b)一億粒子によるダムブレイク問題の可視化例。

図 1 (a)自由度をもった直交格子による領域分割 (b)要素境界と計算時間の関係。各プロセスで粒子数 (c) or実行時間 (d)を等しくした
領域分割。
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持つかもしれないと考えられている。このような、内核
のサイズがコア対流やダイナモ過程に与える影響はまだ
充分に解明されていない。そのため本課題では、内核が
コア半径の 9割を占める系におけるダイナモシミュレー
ションを実施した。
本課題では、メンバーである陰山教授（神戸大学）が

開発した Yin-Yangダイナモシミュレーションコードを用
いて、これまで 3度のプレスリリース論文 [4-6]を含む成
果を挙げてきた。Yin-Yangダイナモコードは、野球のボー
ルをその縫い目に沿って分割したような合同な格子系で
球面を覆う事により、極上の座標特異点を回避し、球座
標系における高効率な計算を実現した。しかしながら原
点は依然として特異点となる。本年度、陰山教授は新た
に、球殻内部を別の格子系で覆う Yin-Yang-Zhongダイナ
モシミュレーションコード [7]を開発し、原点を含む系も
容易に計算可能になった。本課題ではこのコードを用い
て、内核内の磁場散逸も正確に解く計算を行った。
図 3に結果の一例を示す。このモデルでは、レイリー

数 Ra（対流の活発さを表す無次元パラメータ）=3× 105、
エクマン数 Ek（粘性力 /コリオリ力）=1.1× 10-3、磁気
プラントル数 Pm（粘性拡散係数 /磁気拡散係数）=10、メッ
シュ数 71× 514× 1538× 2＋ 1266× 1266× 1266で計
算を行っている。図 3は対流が発達しダイナモ過程によ
り磁場も指数関数的に強められ安定した後の、外核の中
ほどの温度構造である。シミュレーションボックスの上
が北方向である。この図は中緯度から斜めに見下ろした
図（俯瞰図）となっている。
地球のように内核のサイズが大きい場合、内核の南北
の領域（極域）には、対流がほとんど生じない事が知ら
れている。しかしながら図 3を見ると、極域にもスケー
ルの細かな活発な対流が生じている事が分かる。これは
ダイナモ過程や磁場の構造などに影響を与えると考えら
れ、現在も計算及び解析を続行中である。

3.	 系外惑星スーパー・アースのマントル対流シミュ
レーション（宮腰、亀山）
マントル対流は惑星表層 –内部間の物質循環や、コア

対流の活発さなどの惑星活動を支配しており、惑星のハ
ビタビリティと深く関係すると考えられる。我々は近年
続々と見つかっている系外惑星スーパー・アースについ
て、そのマントル対流を数値シミュレーションにより調
べている。
昨年度の成果 [8]に続き、本年度も論文を出版した [9]。

地球の 10倍質量を持つ巨大スーパーアースのマントル対
流について調べた。地球のマントルよりもレイリー数が
ずっと高いにもかかわらず、その巨大な大きさからくる
強い断熱温度変化の効果のため、浮上するホットプルー
ムが不活発になること、形成されるプレートは厚くなり、
対流の熱輸送効率が下がる事等を発見した。また、対流
のレジームダイアグラムを見出し、地球マントル対流モ
デル（断熱温度変化を考慮しないブシネスク近似モデル）
の結果とは異なる特徴を持つ事を発見した。
本論文 [9] 中の図が、掲載紙 Journal of Geophysical 

Research誌の掲載号の表紙に採用された。また、アメリ
カの一般向け科学オンラインジャーナル「Science News」
よりメール取材を受け、本論文の内容を紹介する記事が
掲載された。
加えて巨大スーパーアースのマントル対流の進化過程
について新たな発見があり、現在論文を執筆中である。
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図 3　薄球殻モデルにおける外核内の温度分布。



230

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

1. Dynamic load balancing (Furuichi & Nishiura)
Fully Lagrangian methods such as Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH) and Discrete Element Method (DEM) 
have been widely used to solve the continuum and particles 
motions in the computational geodynamics field [1,2]. These 
mesh-free methods offer effective numerical applications 
to the geophysical flow and tectonic processes, which are 
for example, tsunami with free surface and floating body, 
magma intrusion with fracture of rock, and shear zone pattern 
generation of granular deformation. In order to investigate such 
geodynamical problems with the particle based methods, huge 
computational cost is required. However, an efficient parallel 
implementation of SPH and DEM methods is difficult especially 
for the distributed-memory architecture because particles move 
around and workloads change during the simulation. Workload 
imbalance problem arises with the fixed parallel domain 
decomposition in space. Therefore dynamic load balance is key 
technique to perform the large scale SPH and DEM simulation.

Development of Advanced Simulation Methods for Solid 
Earth Simulations 
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Dynamic load balancing: We have developed a dynamics load balancing algorithm for particle based simulations using over 
millions to billion particles performed on the new Earth simulator. Such a large number of particles are required for the realistic 
simulation of geodynamical problems, such as tsunami with a floating body, magma intrusion with granular flow, and shear zone 
pattern generation of sand box experiment. Our proposed method utilizes the imbalances of the executed time of each MPI process 
as the nonlinear term of parallel domain decomposition and minimizes them with the Newton like iteration method. In order to 
perform flexible domain decomposition in space, the orthogonal domain decomposition commonly used by improved slice-grid 
and orthogonal recursive bisection algorithm is used. We have implemented our load balancing algorism for the codes of Smoothed 
Particle Hydrodynamics (SPH) and Discrete Element Method (DEM). Numerical tests show that our method is suitable for solving 
the particles with different calculation costs (e.g. boundary particles) as well as the heterogeneous computer architecture.  Thin 
shell planetary dynamo:  The thin shell is thought to be in the Mercury, for example.   We found that there is an active convection 
in the tangential cylinder, which is not found in the Earth’s model.  Mantle convection: We found the convection regime diagram in 
massive super-Earths, which is published in this fiscal year.  

Keywords: Particle simulation, Dynamic load balancing, Tunami, Core, Dynamo, Mantle, super-Earths

Our method utilizes the imbalances of the executed time 
consisting of arithmetic and communication cost as the work 
load on each MPI process. This method is suitable for solving 
the particles with different calculation costs (e.g. water vs 
boundary wall particles) as well as the heterogeneous computer 
architecture (e.g. CPU and GPU or MIC). Our load balancer 
minimizes the imbalances of the executed time by iteratively 
changing the spatial domain decomposition with the Newton 
like method [3]. We applied orthogonal spatial decomposition. 
First, a whole domain is divided by columns using vertical lines. 
Then, each column is divided into subdomains by horizontal 
lines independently for each column (Fig 1(a)). 

The performance test of SPH code shows good parallel 
(strong and weak) scalabilities of our proposed method for 
water mass breaking problem. We have performed large scale 
dam break test with 100 million SPH particles for analyzing the 
water flow inside a building at Tunami event. 
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2. MHD dynamo simulation with large inner core 
(Miyagoshi & Kageyama)
We have studied the planetary dynamo with the large inner 

core (thin outer core shell). The thin shell is thought to be in 
the Mercury, for example. This subject is carried out in the 
“tokubetsu suisin kadai” of the Earth simulator in this fiscal 
year, and a part of calculations is performed in this project.  

Figure 2 shows one of the numerical simulation results.  It 
shows the temperature distribution in the core from the bird’s-
eye view.   In this model, the radius of the inner core is 90% of 
the radius of the core.  In the Earth’s dynamo model, it is found 
that there is almost no convection in the tangential cylinder 
(polar region).  However, from Fig. 2, active convection occurs 
not only around the low and mid latitude but also high latitude.  
In addition, convection structure is different between them.  In 
the low and mid latitude, the structure is like the convection 
column, while that is small scale fl ow in the high latitude.  These 
structures  probably affect the dynamo process.  We continue 
the calculation and analysis of numerical simulation results.

3. Mantle convection simulation in super-Earths 
(Miyagoshi & Kameyama)
Mantle convection is one of the keys to understand the 

habitability of the planet because it governs the plate motion, 
material circulation between surface and interior of the planet, 
and planetary magnetic fi eld strength through the vigor of the 
core convection.  We have studied the mantle convection of 
massive super-Earths to clarify differences from the Earth’s 
mantle convection.  

In addition to the paper in the last fiscal year [4], we 
published a paper in this fiscal year [5].  We studied about 
massive (ten times the Earth’s mass) super-Earths.  We found 
that rising hot plume activity is considerably lowered by the 
strong adiabatic compression effect due to the large size of the 
planet.  Although the Rayleigh number is considerably larger 
than the Earth’s one, the efficiency of heat transport by the 
thermal convection is low and the thickness of the lithosphere 
becomes much larger than that of the Earth.  We also found the 
convection regime diagram in massive super-Earths and clarifi ed 
the difference from the Earth’s model without the adiabatic 
compression effect. 
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Fig. 2  Temperature distribution of the thin shell dynamo model.

Fig.1  (a) Example of domain decomposition, (b) Parallel scaling, (c) Dam break with building.
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地球科学分野における複雑乱流プロセスの数値研究
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海洋地球科学シミュレーションの高解像度化に伴いミクロスケールの複雑乱流プロセスの重要性が増しており、その
解明と詳細なモデリングは予測シミュレーションの信頼性向上に直結する。例えば、乱流中で慣性粒子がクラスタリン
グを形成する現象や、乱流によって衝突頻度が増大される現象は、レーダー観測や雲微物理モデルにとって重要である
ことがわかっている。そこで、本研究課題では、大規模直接数値計算（Direct Numerical Simulation, DNS）を用いて、混
相乱流現象や非平衡乱流現象を解明し、新たなパラメタリゼーションの開発に資することを目的とする。
本年度は、新しい地球シミュレータを用いた大規模混相乱流 DNSによって、乱流中で慣性粒子がクラスタリングを形

成する現象がレーダー観測に与える影響を明らかにすること、雲乱流が雲粒子の成長を促進する効果を考慮した新たな
雲微物理モデルを構築することを目的とした。

キーワード： 乱流 , マルチスケールシミュレーション , 混相流 , レーダー反射因子

1. 乱流クラスタリングとレーダー反射因子に及ぼす
重力の影響
雲乱流によって雲粒が偏分布し、乱流クラスタリング
を起こす現象が知られている。近年では、この乱流クラ
スタリングが熱放射過程やレーダー反射過程に及ぼす影
響が注目されている [1]。本研究では、乱流中での慣性粒
子の乱流クラスタリングを高精度に再現可能な混相乱流
直接数値計算（direct numerical simulation, DNS）により、
雲粒の重力沈降が乱流クラスタリングとレーダー反射因

子に及ぼす影響について，解析を行った [2]。DNSにより
得られた乱流クラスタリングデータを可視化することに
より、重力沈降速度とコルモゴロフ速度の比（Sv）が大
きい場合には、乱流クラスタリングが鉛直方向に引き伸
ばされた構造を持つことを明らかにした（図 1）。さらに、
粒子の緩和時間とコルモゴロフ時間の比（St）が 1の場合
について、乱流クラスタリングによるレーダー反射因子
の増加量を調べた。その結果、粒子径が大きく Svが大き
いほど、重力沈降がレーダー反射因子の増加に及ぼす影
響が顕著になる様子を定量的に明らかにした（図 2）。こ
れらの成果は、レーダー観測の精度向上に資する。

図 1 Reλ=204の乱流中における St=1の粒子の x-y断面分布
（0<z<4lη の範囲にある粒子）。(a)Sv=0, (b)Sv=2.68, (c)Sv=6.79 
and (d)Sv=19.3。

図 2 粒子体積率を 10-6と想定した場合の、乱流クラスタリング
によるレーダ反射因子の増加量。



234

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

2. 雲乱流の効果を考慮した新たな雲微物理モデル
の開発
大スケール強制法により定常 3次元等方性乱流場を再

現した上で、その中を運動する慣性粒子の運動をラグラ
ジアン追跡法により計算し、粒子の乱流衝突統計量を取
得し、既に開発してあった乱流衝突頻度モデル [3]を更新
した。表 1に、実施した大規模計算の設定を示す。本年度、
新地球シミュレータシステムを用いて、8,1923の流体格子
と 82億粒子を用いた大規模計算を実施した。この計算は
新地球シミュレータクラスのスパコンでないと実施する
ことはできない。
得られた乱流衝突統計量を用いて、近接粒子分布関数

（クラスタリング効果）のレイノルズ数依存性を調べると
ともに、間欠性起源説（Onishi & Vassilicos, 2014 [4]）に
基づいたモデル化を行った（図 3）。さらに、雲粒子から
雨粒子への成長速度を表すバルク autoconversion項に与
える乱流の影響をモデル化し、そのモデルの検証を行っ
た（図 4）[5]。本研究で開発したモデルによる予測結果は
DNSによる結果とよく一致する。一方、現実の雲のよう
な高レイノルズ数域（例えば、Reλ=10,000）では、既存モ
デル（Ayala-Wangモデル）と本モデルでは倍以上も異な
ることが明らかになった。これは、さらなる高レイノル
ズ数データを用いた検証が必要なことを示唆している。

表 1　計算格子数と計算粒子数の一覧

格子数 粒子数 計算機 参考
5123 1.7×107 ES2 Onishi et al. (2013)[6]

1,0003 1.3×108 ES2 Onishi et al. (2013)
2,0003 1.0×109 ES2 Onishi et al. (2013)
4,0003 1.6×109 K Onishi&Seifert (2016)[5]
6,0003 5.4×109 K Onishi & Seifert (2016)
8,1923 8.2×109 現行 ES

図 3 St<1の慣性粒子同士の近接粒子分布関数のレイノルズ数依
存性。線は間欠性理論（Onishi & Vassilicos 2014）に基づく
予測値を表す。

図 4 雲乱流による autoconversion項の増大率のレイノルズ数依
存性。プロットは粒子成長をラグラジアン追跡法により直
接計算した結果。本研究で開発したモデル結果（実線）が
プロットとよく一致する。



235

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

文献
[1] K. Matsuda, R. Onishi, R. Kurose and S. Komori, 

“Turbulence Effect on Cloud Radiation”,  Physical Review 
Letters, 108, 224502 (2012).

[2] K. Matsuda, R. Onishi and K. Takahashi, “Influence of 
gravitational settling on turbulent droplet clustering and 
radar reflectivity factor” Flow, Turbulence and Combustion, 
(2016) accepted.

[3] R. Onishi, K. Matsuda and K. Takahashi, “Lagrangian 
Tracking Simulation of Droplet Growth in Turbulence–
Turbulence Enhancement of Autoconversion Rate”, Journal 
of the Atmospheric Sciences, 72, 2591-2607 (2015).

[4] R. Onishi and J.C. Vassilicos, “Collision statistics of 
inertial particles in two-dimensional homogeneous isotropic 
turbulence with an inverse cascade”, Journal of Fluid 
Mechanics, 745, 279-299 (2014).

[5] R. Onishi and A. Seifert, “Reynolds-number dependence 
of turbulence enhancement on collision growth”, Atmos. 
Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-19 (2016).



236

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

1. Infl uence of gravitational settling of cloud droplets 
on turbulent clustering and radar refl ectivity factor
Cloud turbulence forms an inhomogeneous distribution 

of water droplets, often referred to as turbulent clustering or 
preferential concentration. The inhomogeneous distribution 
may affect radiations [1]. A direct numerical simulation (DNS) 
of particle-laden turbulence have been performed to observe 
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We have performed direct numerical simulations (DNS) for inertial particles in homogeneous isotropic turbulence in order 
to clarify a part of the complex turbulent processes in Earth science. The DNS data has been used for the investigation of (i) the 
infl uence of turbulent clustering of cloud droplets on radar refl ectivity and (ii) the infl uence of turbulent collisions on droplet growth 
in turbulent clouds. As for (i), it has been clarifi ed that the settling of droplets would suppress the enhancement of radar refl ectivity 
factor by turbulent clustering. The DNS for (ii) has provided turbulent collision statistics that can be the reference for collision model 
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the nonuniform distribution of inertial particles in turbulence 
(turbulent clustering) under the presence of gravity [2]. Figure 
1 shows the droplet distributions of St=1 particles, where St is 
the Stokes number, obtained from the DNS. It is observed that 
the turbulent clusters become extended in vertical direction as 
the nondimensional terminal velocity Sv (the ratio of terminal 
velocity to the Kolmogorov velocity) increases. This study has 
estimated the infl uence of gravitational settling of cloud droplets 
on the radar refl ectivity factor. Figure 2 shows the enhancement 
of radar reflectivity factor due to turbulent clustering for 

Fig. 1 Droplet distribution in x-y cross section for St=1 at Reλ=204 
(droplets in the range of 0<z<4lη, where lη is the Kolmogorov 
scale); (a) Sv=0, (b) Sv=2.68, (c) Sv=6.79, and (d) Sva=19.3.

Fig. 2 Enhancement of radar reflectivity factor due to turbulent 
clustering, estimated under the condition where volume fraction 
is 10-6.
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St=1, where St is the Stokes number. For the large Sv cases, 
the enhancement of radar reflectivity factor is significantly 
suppressed by the settling of droplets. This finding can 
contribute to the improvement of radar observation technique.

2. Reynolds-number dependence of turbulence 
enhancement on collision growth
This study investigates the Reynolds-number dependence 

of turbulence enhancement on the collision growth of cloud 
droplets. The turbulent coagulation kernel proposed in Onishi 
et al. (2015)[3] (Onishi kernel) is updated by using the direct 
numerical simulation (DNS) results for large Taylor-microscale-
based Reynolds numbers (Reλ). Table 1 shows the computational 
settings for the DNS. The DNS results for particles with a 
small Stokes number (St) show a consistent Reynolds-number 
dependence of the so-called clustering effect with the locality 
theory proposed by Onishi and Vassilicos (2014) [4] (See Fig. 
3). Stochastic collision-coalescence equation (SCE) simulations 
are conducted to investigate the turbulence enhancement on 
particle size evolutions. The SCE with the Ayala-Wang kernel 
(SCE-Ayala) and that with the present Onishi kernel (SCE-
Onishi) are compared with results from the Lagrangian Cloud 
Simulator (LCS [3]), which tracks individual particle motions 
and size evolutions in homogeneous isotropic turbulence. Figure 
4 shows the turbulence enhancement factors for particle size 
evolutions as a function of Reλ. The SCE-Ayala and SCE-Onishi 
show consistent results with the LCS results for small Reλ. 
The two SCE simulations, however, show different Reynolds-
number dependences, indicating possible large differences in 
atmospheric turbulent clouds with large Reλ[5]. This clearly 
suggests a strong demand for collision growth data with larger 
Reλ to construct a more robust turbulent kernel.

Table 1 Computational settings and supercomputer platforms on which 
the simulation was performed.

number 
of grids

number of 
particles

supercomputer 
platform

reference

5123 1.7×107 ES2 Onishi et al. (2013) [6]
1,0003 1.3×108 ES2 Onishi et al. (2013)
2,0003 1.0×109 ES2 Onishi et al. (2013)
4,0003 1.6×109 K Onishi & Seifert (2016) [5]
6,0003 5.4×109 K Onishi & Seifert (2016)
8,1923 8.2×109 Present ES

Fig. 3 Radial distribution function at the contact of monodisperse 
particles with St=0.1, 0.4, and 0.6 against Reλ. The plotted 
symbols are the DNS results and the lines from the locality 
theory proposed by Onishi and Vassilicos (2014) [4].

Fig. 4 Turbulence enhancement factors for particle size evolutions as a 
function of the Taylor-microscale-based Reynolds number Reλ.  
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1. マルチスケール台風予測計算
1.1 波しぶきの影響を考慮した高解像度台風計算
台風に伴う強風域では、海面は大きく乱され、波しぶ

きが多量に発生する。それら波しぶきは蒸発層と呼ばれ
る層を形成し（図 1）、大気と海洋間の運動量、熱の交換
を促進すると考えられている。
本研究では、Zhao et al. (2006)[1]による波しぶき生成関
数（Sea Spray Generation Function, SSGF）を、MSSGに実
装されているハイブリッド -ビン法雲微物理モデル（Onishi 

& Takahashi, 2012[2]）に組み込んだ。つまり、波しぶきを
水滴の集合と考え、雲微物理計算の範疇で考慮するとい
う手法を開発した。まず、組み込んだ新たな物理モデル
の検証のために、理想的な三次元領域に対して、波しぶ
きモデルの OFF/ONによる影響を確認した（図 2）。さら
に、現実の台風において、波しぶきが台風の発達に与え

持続的な安全社会の構築に資する先端的マルチスケール環境予測
シミュレーション
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海洋研究開発機構で開発されてきた大気・海洋結合モデルMSSG（Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment; メッセー
ジと呼ぶ）は、全球、領域さらには都市街区域のいずれをも対象とすることが可能であるだけでなく、異なるスケール
の現象をシームレスにつなげたシミュレーションを可能とする非常に応用範囲の広いシミュレーションコードである。
近年では、豪雨予測シミュレーションだけでなく、都市街区の熱・風シミュレーションが実街区の暑熱環境評価に応用
されることが期待されている。本課題では、防災・減災対策だけでなく温暖化適応策、再開発計画などの施策の評価に
応用可能なシミュレーション技術の開発を目的としている。たとえば、気候変動により台風や集中豪雨、猛暑などの極
端現象がどのような影響を受けるかという、社会的関心が高い予測シミュレーションを可能とする。これは、気候変動
適応策やその定量的評価、またより具体的かつ能動的なアクションを示唆することができる予測シミュレーションの新
しい価値を広く社会に拓くものである。
本年度は、極端現象として、台風と猛暑に着目した。ともに、持続的な安全・安心社会の構築のためにはなんらかの
対処が求められる対象である。前者に対しては、高風速によって生成される波しぶきが台風予測計算に及ぼす影響を明
らかにすること、また、高解像度予測計算に対する大気海洋結合の統計的な影響を明らかにすることを目的とした。後
者に関しては、都心街区の夏期日中の暑熱環境を改善するためのドライミストや緑陰の効果を数値シミュレーションに
より明らかにすることを目的とした。

キーワード： マルチスケールシミュレーション , 台風 , 波しぶき , 大気海洋結合 , 暑熱環境

図 1 蒸発層（evaporation layer）の模式図。
図 2 液水混合比の鉛直分布。波しぶきを考慮した場合（右）の

場合には、高度 100m程度まで蒸発層が形成されている。
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る影響を調べた。対象としたのは 2013年台風 30号であ
る。初期時刻を 2013/11/05 18UTCに設定し、ハイブリッ
ド -ビン法を用いた３日予測シミュレーションを行った。
その結果、波しぶきを考慮することによって、台風強度
予測が改善されることが示唆された（図 3）[3]。

1.2 大気海洋結合モデルによる高解像度全球台風予
測計算

本研究グループは、大気単体モデル（MSSG-A）と大気
海洋結合モデル（MSSG）を用いて、全球 7km解像度で
5日間台風予測を多数実施することにより、大気海洋結
合過程が高解像度台風予測に及ぼす影響を調べた。なお、
本研究は平成 27年度 ES特別推進課題「複数の次世代非
静力学全球モデルを用いた高解像台風予測実験」（課題責
任者：気象研・竹内義明）と並行して行ったものである。
図 4に 2013年台風 25号の中心気圧のマルチモデル予
報結果を示す。この図より、大気と海洋の結合計算により、
強度予測が改善される可能性があることがわかった [4]。

2. 都心街区の夏季暑熱環境計算
都市の暑熱環境の緩和策として、樹陰やミスト（噴霧）
の利用が注目されている。近年、本研究グループでは、
樹冠が風の流れや放射熱フラックスに及ぼす影響を考慮
することができる樹木モデルを開発し、MSSGモデルに
実装した。今年度は、このモデルを用いて、東京丸の内
地区の高層ビルに囲まれた中庭緑地を対象に高解像度シ
ミュレーションを実施し、日中の熱環境に及ぼす樹木と
ミストの効果を明らかにした。対象の街区形状と樹冠の
分布を最高解像度 1mの精密な 3次元データで再現し、さ
らに、樹冠が放射を 3 次元的に透過・散乱する効果をも
考慮した樹木モデルを用いて、観測と同時刻の風と熱環
境の解析を行った。図 5に、計算領域の様子および中庭
の気温分布の計算結果例を示す [5]。図 6に、冷却ミスト
を噴霧した場合の地上 1.5mにおける気温分布を示す。冷
却ミストの噴霧器付近で顕著な気温低下が見られるだけ
でなく、1℃以上気温が低下した領域が中庭の半分程度に
まで広がることが明らかになった。

図 4 2013年台風 25号（ナーリー）の中心気圧のマルチモデル
予報結果。大気のみの場合（MSSG-A、青実線）に比べ、
大気海洋結合の場合（MSSG、赤実線）に強度予報が改善
した。

図 5 丸の内パークビル中庭周辺を対象とした計算対象領域のうち 1m解像度計算の対象領域（左図）、および樹冠分布と気温分布の数
値シミュレーション結果。等値面を半透明曲面（青、黄、赤の順に気温が高くなる）で 3次元表示している。建物表面の緑色は、
屋上緑化と、ガラス面を表す。

図 3 2013年台風 30号（ハイエン）に対する感度実験。波しぶき
を考慮すると（青実線）、台風強度予測が約 10hPa改善した。
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1. Multi-scale simulations for extreme weather 
events

1.1 High-resolution cloud simulation coupled with a 
sea-spray model

Sea spray is composed of liquid droplets ejected from the sea 
surface, generally due to wave breaking, which are transported 
and dispersed into the atmospheric boundary layer where they 
exchange momentum as well as latent and sensible heat with 
the ambient air. Sea spray forms the so-called spray evaporation 
layer, in which sensible and latent heat is released from droplets 
into the atmosphere (see Fig. 1). 

Here we report on the development of a numerical weather 
simulation model combined with a detailed spectral-bin cloud 
microphysics model that can explicitly consider the droplet 
motion and droplet-atmosphere interactions of sea spray. We 

implemented the sea spray generation function model by Zhao 
et al. (2006) [1] in the hybrid spectral-bin cloud microphysics 
model (Onishi and Takahashi, 2012 [2]). The developed model 
is here called ‘SPRAY-bin’ model [3]. Firstly we conducted 
an idealized three-dimensional simulation in order to confirm 
the evaporation layer is indeed formed with the SPRAY-bin 
model under high-speed wind conditions. Figure 2 shows the 
time evolution of the vertical profile of liquid water content. 
The result confirms the formation of the evaporation layer. 
Secondly we conducted a sensitivity test of the sea spray on 
a typhoon simulation in order to see whether the sea spray is 
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Fig. 1  Schematic diagram of the evaporation layer.

Fig.2 Time evolution of the vertical profi le of liquid water content in 
(left) the bin simulation without sea spray and (right) the BIN-
spray simulation. 
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influential to typhoon predictions. Figure 3 shows the central 
pressure of simulated Typhoon Haiyan in 2013. It clearly shows 
a significant influence of the sea spray, indicating the present 
SPRAY-bin model is a promising tool for better typhoon 
predictions. 

1.2 Typhoon simulation in a high resolution global 
atmosphere-ocean coupled model

We assessed the impact of atmosphere-ocean coupling on 
typhoon prediction by conducting a number of 5-day forecast 
experiments with a standalone global atmosphere model 
(MSSG-A) and global atmosphere-ocean coupled model 
(MSSG) configured with a 7-km horizontal resolution mesh. 
The experiments were conducted in conjunction with the FY27 
JAMSTEC Earth Simulator Strategic Project with Special 
Support, “High Resolution Typhoon Prediction Experiments 
using Multiple Next-generation Nonhydrostatic Global Models 
(PI: Dr. Yoshiaki Takeuchi, Meteorological Research Institute)”.

Figure 4 compares an observed and predicted central pressure 

of Typhoon NARI (TY1325), showing that the atmosphere-
ocean coupling can improve the prediction skill of typhoon 
intensity [4].

2. Summer-time thermal environment in an urban 
city block
Increasing greenery and spraying mist are possible mitigation 

strategies to relax the urban heat island phenomena. Recently, 
our research group developed a tree-crown-resolving model 
for taking account of the infl uence of tree crowns on wind and 
radiation fl ux, and implemented it in the MSSG. By using this 
model, we have conducted a high-resolution simulation for the 
courtyard green space surrounded by skyscrapers in central 
Tokyo, and clarified the influence of trees and sprays on the 
day-time thermal environment [5]. Figure 5 shows the bird’s-
eye view of the 1-m resolution computational domain and the 
sample temperature distribution focusing on the Marunouchi-
Park Building site. Figure 6 shows the air temperature 
distribution at 1.5 m above the ground for the case of spraying 
mist. Cooled air is generated in the sprayed area around the 
building columns, which are indicated by white squares. The 

Fig. 4 Observed and predicted central pressure of Typhoon NARI 
(TY1325). The predicted typhoon intensity in MSSG (red) is 
close to the observed (dot) when compared to MSSG-A (blue).

Fig. 5 Bird’s-eye view of the 1-m resolution computational domain (left) and the sample temperature distribution focusing on the Marunouchi-Park 
Building site (right).  

Fig. 3 Central pressure of simulated Typhoon Haiyan in 2013. The 
BIN-spray simulation (blue) shows better prediction regarding 
the central pressure by about 10 hPa.
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Fig. 6 Air temperature distribution (°C) at 1.5 m above the ground 
for the case of spraying mist. Significant temperature drop is 
observed near the spray location.

cooled region covers nearly half of the courtyard. These results 
agree with the observation for the corresponding period. 
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1. 大規模環境予測シミュレーション
1.1 河川流入を考慮した高解像度海洋シミュレー
ション

人口が都市に集中し、かつ、巨大な臨海都市を複数有
する日本において、生活に密着した気象・気候情報を得
るためには、都市臨海を高精度に表現することが求めら
れる。そこで、MSSG-O（MSSGモデルの海洋コンポーネ
ント、[1]）に河川流入モデルを実装し、湾スケールの高
解像度海洋シミュレーションを可能とした。図 1に、2011
年 7月 6日の水平 200m解像度で東京湾のシミュレーショ
ンを行った結果を示す。観測では南北方向に大きな塩分
濃度勾配がある。MSSG-Oを用いて、河川流入を考慮し
ない場合にはその勾配が再現されない。一方、河川流入
を考慮した場合には、塩分濃度分布をよく再現できた。

1.2 雷モデルの開発とMSSGへの実装
雷は雲粒子同士の衝突により、電荷が偏ることにより
発生する。その電荷の偏りを正確に予測するためには、
雲粒子の大きさを正確に予測する必要がある。そこで、
フル -ビン法雲微物理モデルをMSSGに実装した [2]。さ
らに、2次元軸対象雷モデルを 3次元化し、これもMSSG
に実装した。その上で、地球シミュレータ向けに大規模
並列化とチューニングを行った。実装したフル -ビン法の

高度情報利用社会実現に向けた大規模環境予測シミュレーション
と周辺技術の開発
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高度情報利用社会の実現に向けて、大規模数値シミュレーションにより環境予測情報を創出し、それをエンドユーザ
に効率的に提供する方法に関する研究開発を行う。例えば、短時間強雨予測やロケット打上げ時の発雷リスク予測に対
しては、乱流の影響を考慮した高度な雲微物理プロセスモデルや発雷プロセスモデルを用いた大規模予測シミュレーショ
ンを開発・実行し、得られる大規模データを効率的に情報知財にまで加工し提供する技術を開発する。その過程では、
従来の可視化にとどまらず、新たなデータの加工法を開発する。
また、人口が都市に集中し、かつ、巨大な臨海都市を複数有する日本において、生活に密着した気象・気候情報を得

るためには、都市臨海と沿岸を高精度に表現することが求められる。得られるデータは、湾内の水産業だけでなく、臨
海部の暑熱環境予測、また、再生可能エネルギーの一つである波浪エネルギーの潜在量の推定などにも利用可能である。
そこで、エンドユーザを意識した大規模大気海洋計算手法の開発と、データ提供法の開発も目的とする。
本年度は、河川流入を考慮した湾スケールの高精度な海洋シミュレーション法の開発と実行、高度な雲微物理モデル

と雷モデルのMSSG（Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment）への実装と検証実行、大規模気象計算結果の新たな
簡易可視化法の開発を行った。

キーワード： マルチスケールシミュレーション , 台風 , 波しぶき , 大気海洋結合 , 暑熱環境

図 1 2011年 7月 6日から 7日にかけての東京湾の海水面塩分濃
度（PSU）。観測（上）では南北方向に大きな濃度勾配がある。
河川流入を考慮しない場合（左下）にはその勾配が再現さ
れない。一方、河川流入を考慮した場合（右下）には、塩
分濃度分布をよく再現できた。
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検証として、Takahashi & Shimura(2004)[3]との比較を行っ
た。図 2に、海洋上で発達した冷たい雲に対する数値実
験から得られたレーダー反射強度の水平分布の結果を示
す。想定通りの結果が得られただけでなく、大規模並列
計算法の検証に成功した。

2. 雲の簡易リアリスティック可視化
現実世界に近い表現で、眼前に広がる雲の様子を提示
することができれば、例えば豪雨をもたらす雲からの退
避行動の促進に繋がる。そこで、MSSGの出力として得
られた下向き短波放射量データと雲分布データ（ここで
は雲水量と雲氷量の合算とした）から雲を描画する画素
の色および不透明度をそれぞれ独立に算出する簡易的な
手法を開発した [4]。これにより、大規模計算結果から、
高速に、雲の写実的描画図を得ることが可能になった。
図 3に、雲の色と不透明度の両者を雲分布データのみか
ら決定する従来法による描画結果と、本手法による描画
結果の比較を示す。
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図 3 本手法による、Google Earth上での雲の写実表現（下）と、
雲分布データのみを用いる従来の描画法による表現（上）
の比較。本手法により、雲の陰影が再現され、雲が写実的
に表現される。

図 2 海洋上の冷たい雲を想定した数値実験から得られたレー
ダー反射強度の水平分布。MSSGフル -ビン法計算（下）
と Takahashi & Shimura (2004)の図 5a（上）の結果は定性
的にも定量的にもよく一致する。
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1. Multi-scale simulations for ocean-earth information
1.1 High-resolution ocean simulation with river 

discharge
Most of the major metropolitan cities are located in coastal 

areas. Better representation of coastal ocean is essential for 
better forecast information for society. The coastal ocean can 
be influenced by the river discharge, which is sensitive to the 
rainfall. This year we implemented a river discharge model in 
MSSG-O, the ocean component of MSSG [1], and performed a 
high-resolution ocean simulation for Tokyo Bay. The horizontal 
resolution was 200 m. Figure 1 shows horizontal distributions of 
surface salinity in the Tokyo Bay. The observed distribution (top) 
shows a large latitudinal gradient, which is not reproduced by 
the ocean simulation without river discharge (bottom left) while 
well reproduced by that with river discharge (bottom right). This 
confi rms the river discharge is infl uential in the bay-scale ocean 
modeling.

1.2 Thunderstorm model development
Numerical weather prediction model can be a powerful tool 

with which to predict thunderstorm electrification. Riming 
electrifi cation is the major source of the charge generation and 
precipitation particles carry the electrical charge. As particle 
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Future information-aided society would largely rely on high-performance computing technologies. We have been developing a 
powerful multiscale weather and climate model named the multi-scale simulator for the geoenvironment (MSSG), which can provide 
high-resolution information for local society. This year we have implemented a river discharge model in the ocean component of 
MSSG for better representation of coastal ocean. A detailed cloud microphysical model has been implemented in the atmosphere 
component for the investigation of thunderstorm development. The visualization technology that converts the simulation results into 
useful information for local society is also a key for the information-aided society. An effi cient visualization method for handling 
large-sized data generated by high-resolution simulations has been also developed for better use of the simulation information. 
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Fig. 1 Horizontal distribution of surface salinity (PSU) in Tokyo Bay. 
The observed distribution (top) shows a large latitudinal gradient, 
which is not reproduced by the ocean simulation without river 
discharge (bottom left) while well-reproduced by that with river 
discharge (bottom right).
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sizes are relevant for those charge processes, the spectral-
bin cloud microphysics model that explicitly calculates the 
particle sizes can be a promising tool for the investigation 
of thunderstorm development. The full spectral-bin model 
developed in Takahashi (1976)[2] has been implemented in the 
MSSG. The model has been tuned for the new Earth Simulator 
system. As an validation of the presently integrated model, we 
performed a high-resolution three-dimensional cloud simulation 
for comparison with the numerical results in Takahashi & 
Shimura(2004)[3], in which tropical rain characteristics and 
microphysics in a three-dimensional detail cloud model was 
discussed. Figure 2 shows the surface radar echo intensity and 
fl ow velocities from Fig. 5a in Takahashi & Shimura (2004)[3] 
and from the present MSSG simulation. Both results agree well 
each other, indicating the reliability of the presently integrated 
MSSG model.

2. Realistic representation of numerical atmospher-
ic clouds
Realistic visualization can often be useful for evacuation 

decision making. For example, people may easily decide 
to make an evacuation action if a realistic visualization of 
predicted thunderstorm clouds is provided. Here, we propose a 
visualization method for realistically visualizing atmospheric 
clouds simulated in high-resolution cloud simulations[4]. The 
method simply determines the color and the opacity of clouds 
independently from only two physical quantities; the downward 
shortwave radiation and the cloud content. This simple method 
enables us to obtain realistic visualizations of clouds from three-
dimensional large-sized data from high-resolution weather 
simulations within a short time on a consumer computer. 
Figure 3 shows visualized clouds with a primitive method and 
the present method. The present method provides shades on 
clouds. The shades give us the information concerning the cloud 
depth, leading to realistic representation of clouds.

Fig. 3 Visualized clouds with a primitive method (upper image) and 
the present method (lower image). The present method provides 
shades on clouds and the shades give us the information 
concerning the cloud depth, leading to realistic representation of 
clouds.

Fig. 2 Surface radar echo intensity and fl ow velocities from (top) Fig. 5a 
in Takahashi & Shimura (2004)[3] and (bottom) present MSSG 
simulation.
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1.	 はじめに
近年の地球環境の変化は、生物の移動や分布パターン
に影響すると考えられ、それに伴って、その生物の感染
症の分布も変化すると考えられる。海洋哺乳類である鯨
類や鰭脚類でも、モービリウイルスによる感染症が大量
死を起こす事が知られているが、地球環境の変化により
その分布が変化する可能性がある。これらの生物の種間
での感染の予測には宿主と病原微生物の関係を決めてい
る要因の解析が重要になる。本研究では、そのような
重要な要因としてモービリウイルスとその受容体の結合
を地球シミュレータで解析し、その特異性を推定するこ
とを目標としている。この解析には受容体とウイルスの
正確な立体構造情報が必要である。しかし、海洋哺乳類
のモービリウイルスではその両者の立体構造が明らかに
なっていない。そこで、両者の立体構造が明らかになっ
ていて、宿主の受容体が同じ分子種に属すヒトのモービ

リウイルスである麻疹ウイルス（MV）とヒトの受容体の
関係をフラグメント分子軌道（FMO）法により解析する
ことを目的とした。
モービリウイルスという最も研究が進んでいる麻疹ウ
イルスでもその受容体との相互作用はコンピュータによ
る解析はされたことが無く、その相互作用をコンピュー
タ解析により明らかに出来ると、宿主特異性の高いモー
ビリウイルスの宿主特異性がどのように決まり、また、
どのような動物群にこのウイルスが感染できるのか推定
できるようになるなど、重要な情報が得られると期待さ
れる。

2.	 麻疹ウイルスとヒトの受容体および研究分担
MVの場合、宿主受容体と相互作用するのはヘマグル
チニン（MVH）である。MVHが結合する宿主受容体に
は、① CD46（初めに見つかった受容体だが、後で弱毒

フラグメント分子軌道法の生物間相互作用解析 
－ウイルスの受容体への結合特異性解析への応用－
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本研究では、地球環境変化が海洋哺乳類のモービリウイルスによる感染症に与える影響を考える上で重要となるウイ
ルスとその受容体の結合特異性を地球シミュレータで解析することを目的とした。この解析には受容体とそれに結合す
るウイルスタンパク質の正確な立体構造が必要であることから、その情報が既知である麻疹ウイルス（ヒトのモービリ
ウイルス）のヘマグルチニン分子と、その受容体である SLAMおよび Nectin-4との結合をフラグメント分子軌道（FMO）
法により解析した。その結果、ヒト SLAMでは LYS77、GLU123はMVHとの間で強い引力的相互作用を示しており、
これらの残基は生物種間で保存されていることから生物種を超えて SLAMの機能およびモービリウイルスとの相互作用
に重要と示唆された。また、MVH（A鎖）と Nectin-4（B鎖）間では強い引力的相互作用を示す残基ペア上位 20組の
うちに、先行研究の構造解析実験において重要と示唆された 6つの非荷電性アミノ酸残基のうち 3つ（Leu464, Phe483, 
Tyr543）が含まれた。これらの結果より、FMO法計算によるウイルス・ホスト間相互作用解析の有用性が示された。

キーワード： モービリウイルス , 麻疹ウイルス , 受容体 , SLAM, Nectin-4, フラグメント分子軌道法
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生ワクチン株だけが利用することが判明した）、② SLAM
（多くの野生株ウイルスの感染時の受容体）、③ Nectin-4
（ウイルスが増殖後宿主から脱出する際に用いる受容体）、
の 3つが知られている。これらの 3受容体はいずれも、
MVHのほぼ同じ領域に結合することが結晶構造解析で
明らかにされている [1]。ウイルスの宿主特異性に関わる
のは SLAM受容体である。研究体制としては、MVHと
SLAMの相互作用については主に JAMSTECが分担し、
MVHと Nectin-4相互作用については主に神戸大学で進め
ることにした。

3.	 ABINIT-MPの新 ESへの移植
平成 27年度には地球シミュレータの更新が行われたの

で、まず、FMO法解析プログラム ABINIT-MPの新 ESへ
の移植を行った。
比較的小さい系では ES2と遜色無い性能が得られたが、

MVH-SLAMと同程度の大きさの系でテスト計算を実施
したところ、並列化効率がかなり悪化した結果となった。
ESサポートに相談し、2015年 12月に問題箇所が解決し
た。即ち、フラグメントペア単位で通信を実施している
部分について、計算ランク毎に一度配列に格納し、最後
に allreduceするようにコードを変更した。これにより、
64ノード 256コアで約 22,000秒かかっていた計算が約
3,500秒に減少した。新 ESでは ES2と比較して、ノード
当たりの並列数が 1/2、ノード間転送性能が 1/8となった
ため、今回のコード変更が必要になったと考えられる。

4.	 計算方法
SLAM-MVH複合体（PDB: 3ALX）、Nectin-4-MVH複合
体（PDB: 4GJT）の各結晶構造を用いて、結合界面で強
い相互作用を示すアミノ酸残基を FMO法で解析した [2]。
計算は電子相関効果を考慮し、ファンデルワールス力を
近似的に記述可能で疎水的相互作用を解析できるMP2/6-
31Gを用いて計算した。結晶構造はあらかじめ水素を付加
して前処理を施した。

5.	 MVHと SLAM相互作用の解析
引力的・反発的相互作用共に上位はほぼ荷電アミノ酸
によるものが占めており、表面電荷の分布が宿主選択性
に関与するという予測を裏付ける結果が得られた（図 1、
表 1）。ヒト SLAMでは様々な生物種間で保存されている
LYS77、GLU123はMVHとの間で強い引力的相互作用を
示しており、生物種を超えて複合体形成を決定している
可能性が示唆された（表 1）。

6.	 MVHと Nectin-4 の相互作用の解析
神戸大学では π-computerを利用して MVHと Nectin-4

受容体の相互作用解析を FMO法により行った。MVHと
Nectin-4の複合体の結晶構造（PDB: 4GJT）をダウンロー
ドし、重原子位置は固定して、水素付加と位置の最適化
を分子計算ソフトウェア MOEで行った構造に対して、
FMO-HF（Hartree-Fock）/STO-3G計算と FMO-MP2/6-31G
計算をABINIT-MPにより実行した。そして、計算結果から、
タンパク質複合体に含まれるアミノ酸残基間の IFIE（Inter-
Fragment Interaction Energy）解析を行い、MVH（A鎖）と

図 1 相互作用上位のアミノ酸と SLAM表面電荷の分布
 Stickモデルは結合的（ピンク）、反発的（黒）の各トップ

5を表示。メッシュは正電荷（青）、負電荷（赤）を表す。

MP2-IFIE
kcal/mol

Amino acids variation
on SLAMs

MP2-IFIE
kcal/mol

Amino acids variation
on SLAMs

Species

77 LYS -197.22 - 124 LYS 37.23 E, K, Q

123 GLU -70.88 - 94 ASP 31.15 D, H, N

90 ARG -59.52 D, H, P, R 34 LYS 19.02 E, K, M, T, V

71 GLU -37.57 E, G, I, K, M, Q 61 HIS 16.75 H, R

93 LYS -35.96 E, G, K, N 109 GLU 16.69 E, G, K, Q

75 GLU -28.83 E, K, L, N 85 GLU 16.21 E, K

50 GLU -26.66 E, D 114 ASP 15.63 D, N, S, T

127 SER -25.72 - 136 LYS 14.59 K, R

95 ARG -24.18 G, R 78 ILE 13.79 -

131 PHE -17.38 - 51 ARG 11.76 E, G, H, R

Position Position

Buffalo, Cat, Chimpanzee,
Cow, Dog, Elephant,
Goat, Human,
Iriomote wildcat,
Killer whale, Lion,
Manatee, Marmoset,
Mouse, Norway rat,
Pacific white-sided dolphin,
Rhesus monkey, Sheep,
Spotted seal, Walrus,
West indian manatee

表 1 結合的・反発的相互作用の上位 10位までのアミノ酸ペア
 相互作用強度上位のアミノ酸残基ペア。左、結合的；中央、反発的。右に示した生物種の SLAMのアミノ酸残基（1 letter code）

を結合的（左）および反発的（中央）のカラムに示した。
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Nectin-4（B鎖、C鎖）の結合に重要な役割を果たしてい
るアミノ酸（フラグメント）を相互作用レベルで定量的
にピックアップした。

FMO-MP2計算による IFIE解析の結果、MVH（A鎖）
と Nectin-4（B鎖）の間で強い引力的相互作用を示す残基
ペア上位 20組のうちに、先行研究の構造解析実験 [1]に
おいて重要であると示唆された 6つの非荷電性アミノ酸
残基 Leu464, Leu482, Phe483, Tyr524, Tyr541, Tyr543のうち
の 3つ（Leu464, Phe483, Tyr543）が含まれた（図 2、表 2）。
また、Tyr541も 21位のペアに含まれた。一方、FMO-
HF計算では、これらの 6つの非荷電性アミノ酸残基は上
位 20組のペアに 1つも含まれなかった。一般に、アミノ

図 2 計算結果の一例。Nectin-4の C鎖に対して一番強い相互作
用を示したアミノ酸残基ペア。

 Nectin-4の Asp7とMVHの Arg334と、2番目に強い Nectin-4
の Glu2と Arg547を矢印で示した。

Distance MP2-IFIE Distance MP2-IFIE
Å kcal/mol Å kcal/mol

2 GLU 547 ARG 3.33902 -42.060 7 ASP 334 ARG 1.4468 -127.010
26 ASP 550 SER 1.80109 -26.100 4 GLU 302 ARG 2.73434 -82.477
54 LYS 392 ALA 3.25429 -19.595 2 GLU 302 ARG 2.44697 -54.297
33 GLN 389 LYS 4.47766 -14.977 111 ARG 332 ASP 4.98998 -26.200

103 ALA 465 GLY 1.96688 -12.124 24 ARG 317 VAL 1.85537 -13.954
2 GLU 548 SER 3.15353 -9.509 6 SER 336 TRP 2.12916 -13.357

52 HIS 389 LYS 2.05239 -8.990 111 ARG 331 THR 2.81938 12.187
30 GLN 506 GLY 2.25769 -8.685 8 VAL 335 SER 3.52653 -11.610
54 LYS 499 TYR 1.91785 -7.198 2 GLU 282 ASN 4.97807 -8.358
76 PRO 505 ASP 4.30220 -5.813 25 GLY 302 ARG 4.98643 -6.340
54 LYS 500 LEU 2.75333 -5.407 6 SER 334 ARG 4.79836 -5.816

100 THR 464 LEU 3.17785 -5.129 10 THR 422 GLU 4.94686 -4.961
103 ALA 543 TYR 2.23473 -5.090 10 THR 420 THR 2.61118 -4.733
105 SER 483 PHE 2.29355 -4.428 11 VAL 421 VAL 2.56961 -4.415

1 GLY 549 PHE 2.55267 -4.399 15 GLN 421 VAL 2.53251 -3.698
104 GLY 543 TYR 2.67688 -4.285 3 LEU 302 ARG 4.84089 -3.266
29 GLU 550 SER 4.49376 -4.090 4 GLU 318 SER 3.18061 -3.105

106 PHE 547 ARG 2.48912 -3.839 6 SER 335 SER 1.90559 -3.064
103 ALA 464 LEU 2.38729 -3.518 4 GLU 337 VAL 4.68368 -2.910
101 PHE 460 LYS 2.76674 -3.173 4 GLU 336 TRP 2.77864 -2.500
102 PRO 541 TYR 3.23272 -3.002 2 GLU 281 SER 2.62034 -2.129
104 GLY 524 TYR 2.78755 -2.948 5 THR 336 TRP 2.96858 -2.077
29 GLU 548 SER 3.90966 -2.884 24 ARG 318 SER 2.59284 -1.935

IJ IJ
chain B chain A chain C chain A

表 2 Nectin-4とMVH間での相互作用強度上位のアミノ酸残基ペア
 黄色は重要と実験で報告されている疎水性相互作用ペアを示す。

酸ペアの相互作用が強くなるのは、どちらかが荷電性の
アミノ酸である静電的な相互作用の場合が多く、今回の
FMO-MP2計算では Arg547と Glu2のペア、FMO-HF計算
では Leu500と Lys54のペアが最も強い引力的相互作用を
示した。また、電子相関効果を適切に記述できない HF計
算では、非荷電性アミノ酸間の分散力（ファンデルワー
ルス力）的相互作用を記述できないことが知られており、
これが今回の FMO-HF計算において、実験的に示唆され
た 6つの非荷電性アミノ酸が関わる疎水的な相互作用を
抽出できなかった原因であると考えられる。言いかえる
と、MVHと Nectin-4間の分子間相互作用（分子認識）の
正しい記述には、電子相関を取り入れたMP2レベルの計
算が必要である。

7.	 まとめと今後の展望
以上のように、MVHと二つの受容体 SLAMおよび

Nectin-4の間の相互作用解析を FMO-MP2計算に基づき
適切に行うことができることがわかったので、今後は、
実験データと対比させながら、アミノ酸残基間の相互作
用のタイプをより詳しく分析し、特に、先行研究におい
て重要だとされている疎水性ポケットの分子認識におけ
る役割について解明していきたいと考えている。また、
地球シミュレータを用いて、MVHに対する他の受容体
（CD46、SLAM）における分子認識機序との系統的対比計
算も行い、ウイルスに対する阻害剤設計や医療応用につ
なげていきたいと考えている。
これらの研究により、海洋哺乳類におけるモービリウ
イルスの結合特異性と海洋におけるウイルス伝播への理
解についても深まると考えられる。
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1. Introduction
Recent climate changes are thought to affect distribution 

of organisms on the earth and hence their diseases. In marine 
mammals, like cetaceans and pinnipeds, mass die offs, which 
have often been reported in the Atlantic Ocean, are caused 
by various pathogenic diseases. The major pathogens were 
found to be morbilliviruses belonging to Paramyxoviridae. The 
distribution of the diseases is expected to be changed by the 
climate change. To predict such changes, we have to understand 
the factors affecting the interaction between the virus and 
the host animal. One of the important factors restricting the 

interaction and determining the specificity of the host-virus 
interaction is the binding affinity between the viral envelop and 
its receptor on the host cell. Although the virus-host specificity 
is believed to be high in morbilliviruses, expansion of host 
range from dogs to pinnipeds and cats has been reported in 
canine distemper virus. This also indicates the importance 
of studying host range specificity of morbillivirus that may 
influence the expansion of the disease together with the change 
of the host animal distribution. For the analysis, the accurate 
three dimensional structures of the virus hemagglutinin and of 
the receptor, signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) 
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are necessary. In morbilliviruses other than the measles virus, 
no information is available for both hemagglutinin or for the 
SLAM. So that in this study, we chose the measles virus for the 
analysis. In this virus, the situation is a little complicated. Three 
receptors, CD46, SLAM and Nectin-4, have been reported. 
Although CD46, was reported for the fi rst, it was later shown 
to be a receptor only for a vaccine strain of the measles virus. 
SLAM is the receptor for the wild type virus when the virus 
infects the host human being, and the Nectin-4 is the receptor 
when the virus escapes from the host. These three receptors are 
known to bind to almost the same region of the measles virus 
hemagglutinin (MVH). Their three dimensional structures have 
been reported in the binding forms with the MVH[1]. In the 
present study, binding affi nities of the MV-H to human SLAM 
and Nectin-4 were analyzed by using FMO method.

2. Method
Two interactions between MVH and one of three human 

receptors, SLAM or Nectin-4, in their respective bound 
complexes, of which structures were retrieved from the protein 
structure database (PDB: 3ALX and 4GJT) were calculated 
by the FMO method with MP2/6-31G scheme using software 
ABINIT-MP[2]. Preparations of the complex structures 
employed for the FMO calculations were carried out through 
molecular modeling by Molecular Operating Environment 
(MOE, CCG Inc.) or Discovery Studio (BIOVIA).

3. Results
Interaction between MVH and SLAM. Among the binding 

interactions, electrostatic forces for repulsive and attractive 
interactions were shown to be stronger than others as predicted 
previously (Fig. 1 and Table 1). Top two amino acid residues of 
the human SLAM in the strength of the interaction, Lys77 and 
Glu123, were shown to be well conserved among the reported 
mammalian SLAMs, suggesting that they may be important in 
the interaction of SLAM with the MV-H (Table 1).

Fig. 1 Top 5 strongly interacting amino acid residues of SLAM in the 
SLAM-MVH complex. Red mesh, positive charge; Blue mesh, 
negative charge. Pinc stick, attractive interaction.

MP2-IFIE
kcal/mol

Amino acids variation
on SLAMs

MP2-IFIE
kcal/mol

Amino acids variation
on SLAMs

Species

77 LYS -197.22 - 124 LYS 37.23 E, K, Q

123 GLU -70.88 - 94 ASP 31.15 D, H, N

90 ARG -59.52 D, H, P, R 34 LYS 19.02 E, K, M, T, V

71 GLU -37.57 E, G, I, K, M, Q 61 HIS 16.75 H, R

93 LYS -35.96 E, G, K, N 109 GLU 16.69 E, G, K, Q

75 GLU -28.83 E, K, L, N 85 GLU 16.21 E, K

50 GLU -26.66 E, D 114 ASP 15.63 D, N, S, T

127 SER -25.72 - 136 LYS 14.59 K, R

95 ARG -24.18 G, R 78 ILE 13.79 -

131 PHE -17.38 - 51 ARG 11.76 E, G, H, R

Position Position

Buffalo, Cat, Chimpanzee,
Cow, Dog, Elephant,
Goat, Human,
Iriomote wildcat,
Killer whale, Lion,
Manatee, Marmoset,
Mouse, Norway rat,
Pacific white-sided dolphin,
Rhesus monkey, Sheep,
Spotted seal, Walrus,
West indian manatee

Table 1 Top ten strongly interacting attractive and repulsive amino acid pairs. Left, attractively interacting pairs. Middle, repulsively interacting pairs. 
Right, list of animals of which amino acid variations are shown in the left and middle tables.
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Interaction between MVH and Nectin-4. The stronger 
interactions in the MVH-Nectin-4 complex were calculated 
by FMO-MP2. The strongest interaction among the calculated 
pairs was found between Asp7 of Nectin-4 and Arg334 of 
MVH (Fig. 2). Three non-charged residues, Leu464, Phe483 
and Tyr543, which have been reported to be important in the 
molecular recognition[1], were among the top 20 strongly 
interacting amino acid residues (Table 2). 

4. Conclusion and future perspective. 
The present study showed that the interactions between the 

MVH and the receptors calculated by FMO-MP2 well agreed 
with the experimental data reported previously. 

In future studies, we will extend this approach 1) to more 
detailed interactions, including van der Waals interactions, 2) 
to MVH-CD46, which we did not analyze in the present work, 
and 3) to those various amino acid substituted receptors. The 
third one is important to get some insight into understanding 
morbillivirus infections in marine mammals.

Reference
[1] X. Zhang et al., Nat. Struct. Mol. Biol. 20 (2013) 67-72.
[2] S. Tanaka et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 

10310-10344.

Fig. 2 Three dimensional structure of the complex of MVH dimer and 
2Nectin-4 showing the strongest interacting amino acid pair, 
Asp7 (Nectin-4) and Arg334 (MVH), and the second one Glu2 
(Nectin-4) and Arg547 (MVH).

Distance MP2-IFIE Distance MP2-IFIE
Å kcal/mol Å kcal/mol

2 GLU 547 ARG 3.33902 -42.060 7 ASP 334 ARG 1.4468 -127.010
26 ASP 550 SER 1.80109 -26.100 4 GLU 302 ARG 2.73434 -82.477
54 LYS 392 ALA 3.25429 -19.595 2 GLU 302 ARG 2.44697 -54.297
33 GLN 389 LYS 4.47766 -14.977 111 ARG 332 ASP 4.98998 -26.200

103 ALA 465 GLY 1.96688 -12.124 24 ARG 317 VAL 1.85537 -13.954
2 GLU 548 SER 3.15353 -9.509 6 SER 336 TRP 2.12916 -13.357

52 HIS 389 LYS 2.05239 -8.990 111 ARG 331 THR 2.81938 12.187
30 GLN 506 GLY 2.25769 -8.685 8 VAL 335 SER 3.52653 -11.610
54 LYS 499 TYR 1.91785 -7.198 2 GLU 282 ASN 4.97807 -8.358
76 PRO 505 ASP 4.30220 -5.813 25 GLY 302 ARG 4.98643 -6.340
54 LYS 500 LEU 2.75333 -5.407 6 SER 334 ARG 4.79836 -5.816

100 THR 464 LEU 3.17785 -5.129 10 THR 422 GLU 4.94686 -4.961
103 ALA 543 TYR 2.23473 -5.090 10 THR 420 THR 2.61118 -4.733
105 SER 483 PHE 2.29355 -4.428 11 VAL 421 VAL 2.56961 -4.415

1 GLY 549 PHE 2.55267 -4.399 15 GLN 421 VAL 2.53251 -3.698
104 GLY 543 TYR 2.67688 -4.285 3 LEU 302 ARG 4.84089 -3.266
29 GLU 550 SER 4.49376 -4.090 4 GLU 318 SER 3.18061 -3.105

106 PHE 547 ARG 2.48912 -3.839 6 SER 335 SER 1.90559 -3.064
103 ALA 464 LEU 2.38729 -3.518 4 GLU 337 VAL 4.68368 -2.910
101 PHE 460 LYS 2.76674 -3.173 4 GLU 336 TRP 2.77864 -2.500
102 PRO 541 TYR 3.23272 -3.002 2 GLU 281 SER 2.62034 -2.129
104 GLY 524 TYR 2.78755 -2.948 5 THR 336 TRP 2.96858 -2.077
29 GLU 548 SER 3.90966 -2.884 24 ARG 318 SER 2.59284 -1.935

IJ IJ
chain B chain A chain C chain A

Table 2 Strongly interacting amino acid pairs between MVH and Nectin-4.
 Chain A indicates MVH. Chains B and C indicate 2 Nectin-4s. Yellow indicates the hydrophobic interactions, which 

have been shown to be experimentally important. 
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全球地震波伝播シミュレーション
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2015年 5月 30日に小笠原諸島西方沖を震源とする深発地震が発生した。この地震は震源の深さが 678kmと極めて深
く、これまで観測された深発地震の中でも最深の地震の一つとなっている。さらに、この地震の震源はこれまでの地震
活動とは離れた場所で起きており、沈み込む太平洋プレートの境界か、あるいはマントル内で起きているかは議論となっ
ている。ここでは、この震源過程モデルを遠地実体波解析により求め、スペクトル要素法を用いて計算した全球広帯域
理論地震波形との比較を試みた。遠地観測点における pP波の比較から震源の深さは USGSによる約 678kmにより説明
出来ることが分かった。

キーワード： 2015年小笠原諸島西方沖地震 , 深発地震 , スペクトル要素法

1. 震源過程モデル
2015年 5月 30日 20:23:08（日本時間）に小笠原諸島西

方沖で深発地震が発生した（緯度 27.86N経度 140.50E 深
さ 679.9kmUSGS）。Global CMT解によるマグニチュード
はMw7.9で、これまで観測された深発地震の中でも最深
の地震の一つである。この地震の震源地域では、沈み込
む太平洋プレートに沿った地震活動が顕著であるが、こ
の地震の震源はそのような地震活動からは離れた場所
で起きており、地震が発生した場所がプレート境界なの
か、あるいはマントル内なのかは議論となっている。通
常の地震は、断層面上で破壊が高速で伝播することによ
り発生する。この破壊が発生した断層面を決定すること
は、地震を起こした応力場の情報を得るために重要であ
る。地震の震源がどのような断層面で起きたかについて
は、CMT（Centroid Moment Tensor）解を決定することで
その情報が得られるが、断層面は直交する 2枚の面が求
まるので、そのどちらが実際の断層面であるかは、地震
波形の解析から決定することが一般的である。
ここでは、震源過程モデルは Nakamura et al. (2009)[1]

にしたがって、複数の点震源を断層上に配置してモデル
化した。震源過程は、IRISで公開されている観測デー
タのうち、明瞭な立ち上がりをもつ P波および SH波を
用いて、遠地実体波の波形インバージョン（Kikuchi and 
Kanamori 2003）[2]によって推定した。震源の深さは PDE
による 677.6kmを用い、GlobalCMT解の二つの節面それ
ぞれですべり量分布を求めた（Tsuboi et al., 2015）[3]。イ
ンバージョンの結果は、それぞれの節面を断層面と仮定
した場合のどちらでもモーメントマグニチュードは約 7.8
と推定された。平面波近似の理論波形計算により P波に
対して観測との比較を、高角傾斜の断層面（高角モデル）
と低角傾斜の断層面（低角モデル）のそれぞれに対して
行った。図 1には低角モデルの震源過程解を示した。二
つのモデルとも断層面上での破壊の広がりはおよそ 20km
と小さく、最大滑り量は 12m、破壊速度は 4.25km/sであ
る。波形の残差は低角モデルの方が小さく、震源過程解
析からは水平の断層面で破壊が生じたことが示唆される
が、残差の差異は有意ではなく、どちらの断層面で破壊
が起きたかを決めることは困難である。

図 1 2015年小笠原深発地震の震源過程モデル。左から、震源時間関数、結果の発震機構解と観測点分布、および低角傾斜断層面上の
滑り分布。
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2. 理論地震波形記録
次に、前節で求めた二つの断層モデルに対して、理論

地震波形記録を計算し、観測波形と比較することにより
二つの断層モデルを区別できるか検討した。理論波形計
算にはスペクトル要素法（Komatitsch et al., 2005）[4]を用
いた SPECFEM3D GLOBE（V6）を使用し、地球シミュ
レータで効率よく計算ができるように改良した。ここで
は地球シミュレータの 7776コア（1944ノード）を用い
て fl at MPI により計算した。この計算の場合、モデルの
精度を表すパラメータである NEXは 1152で、計算の精
度は周期 3.8秒である。地球内部構造モデルは PREM等
方モデルを使用し、楕円体形状および減衰を考慮してい
る。1944ノードで測定したベクトル化率は 99%、486ノー
ドで同規模の計算をした場合との比較により並列化率は
99.99%となった。1944ノードでは、周期 3.8秒の精度の
理論地震波形 20分を約 5時間で計算することが出来、ピー
ク性能比は約 19%である。
図 2には、震央距離 83.7度の KONO広帯域地震観測点

における 3成分観測波形と、低角モデルと高角モデルを
用いて計算した理論地震波形との比較を示した。KONO
観測点では震源の深さが 678kmの場合、P波の到着後 140
後に地表で反射した pP波が到着すると推定されるが、pP
波の理論波形と観測波形との一致は良く、震源の深さは
約 678kmとすることで観測を良く説明出来ることが分
かった。一方、高角モデルと低角モデルの理論波形に大

きな差異はなく、観測波形との一致の違いからどちらの
断層面で破壊が起きたかを決定することは難しいことが
分かった。
図 3には、タイの CHTO観測点における 3成分観測波
形と、低角モデルと高角モデルを用いて計算した理論地震
波形との比較を示した。図 3(a)は周期 8秒でのローパス
フィルター、図 3(b)は周期 50秒のローパスフィルターを
適用したものである。これらの結果からは、周期 50秒以
上の帯域では、断層面の違いによる理論波形の差異は小さ
く、断層面を決定するには周期 1秒程度までの短周期の精
度を持つ理論地震波形記録が必要となることが分かった。

3. まとめ
2015年 5月 30日小笠原諸島西方沖深発震源の震源過程

モデルを遠地実体波解析により求め、スペクトル要素法
を用いて計算した全球広帯域理論地震波形との比較を試
みた。pP波の理論波形と観測波形との一致は良く、震源
の深さは約 678kmとすることで観測を良く説明出来るこ
とが分かった。しかし、高角モデルと低角モデルの理論
波形に大きな差異はなく、観測波形との一致の違いから
どちらの断層面で破壊が起きたかを決定することは難し
いことが分かった。断層面を決定するには周期 1秒程度
までの短周期の精度を持つ理論地震波形記録が必要とな
るため、より大規模な数値計算を実行する計算機環境が
望まれる。

図 2 KONOの観測波形と理論波形の比較。上から EW、NS、および Z成分の 400秒間の速度記録を示す。8秒の low pass fi lterを適用
した。黒線が観測波形で赤線が低角モデル、緑線が高角モデルの理論波形を示す。
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図 3 CHTOの観測波形と理論波形の比較。上から EW、NS、および Z成分の 400秒間の速度記録を示す。黒線が観測波形で赤線が低
角モデル、緑線が高角モデルの理論波形を示す。(a)8秒の low pass fi lterを適用。(b)50秒の low pass fi lterを適用。

(a)

(b)
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May 30, 2015 Bonin Islands, Japan earthquake (Mw 7.8, 
depth 679.9 km GCMT) was one of the deepest earthquakes 
ever recorded. Because the location and depth of this event are 
unusual, it is still a controversial issue if this event happened at 
the subducting plate interface or inside the mantle. We perform 
the waveform inversion in the same manner as our previous work 
(Nakamura et al., 2009) [1] to obtain slip distribution in the source 
fault of this earthquake. We use 60 broadband seismograms of 
IRIS GSN seismic stations with epicentral distance between 30 
and 90 degrees. The broadband original data are integrated into 
ground displacement and band-pass filtered in the frequency 
band 0.002-1 Hz. We use the velocity structure model IASP91 to 
calculate the wavefield near source and stations. We assume that 
the fault is squared with the length 50 km. We use the waveform 
inversion technique of Kikuchi and Kanamori (2003)[2]. We 
obtain source rupture model for both nodal planes with high dip 
angle (74 degree) and low dip angle (26 degree) and compare 
the synthetic seismograms with the observations to determine 
which source rupture model would explain the observations 
better (Tsuboi et al., 2015)[3]. We calculate broadband synthetic 
seismograms with these source propagation models using the 
spectral-element method (Komatitsch et al., 2005) [4]. We 
use new Earth Simulator system in JAMSTEC to compute 
synthetic seismograms using the spectral-element method. The 
simulations are performed on 7,776 processors, which require 
1,944 nodes of the Earth Simulator. On this number of nodes, a 
simulation of 50 minutes of wave propagation accurate at periods 
of 3.8 seconds and longer requires about 5 hours of CPU time. 
Comparisons of the synthetic waveforms with the observation 
at teleseismic stations show that the arrival time of pP wave 
calculated for depth 679 km matches well with the observation, 
which demonstrates that the earthquake really happened below 
the 660 km discontinuity. In our present forward simulations, the 
source rupture model with the low-angle fault dipping is likely to 
better explain the observations but it is difficult to determine in 
which fault plane the actual fault rupture occurred, because the 
differences in variance reduction for both fault plane solutions are 
minimal.

Global Seismic Wave Propagation Simulation
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逐次データ同化によるプレート境界固着・すべりの推移予測実験
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日本海溝でのプレート境界での固着・すべりの逐次推移予測の準備として、日本海溝域の巨大地震発生サイクルシミュ
レーションを行い、2011年東北地方太平洋沖地震前後に観測された特徴をある程度再現するシナリオを見出した。それ
ら多数のシナリオにもとづくと、次のM7クラスの宮城県沖地震が発生するまでの間隔は、M9クラスの地震発生前の再
来間隔よりも短くなる場合が多いことを指摘した。本研究では、3次元のプレート形状を用いて、M9クラスの地震だけ
でなく、M7クラスの地震（前震・最大余震 を含む）や余効すべりを半定量的に再現可能であることを示した。今後は、
これらのシミュレーション結果と観測データを用いて、逐次推移予測の試行実験を行っていきたいと考えている。

キーワード： 地震発生サイクル , 東北地方太平洋沖地震 , 宮城県沖地震 , 再来間隔

1. はじめに
将来、地震・津波による大きな被害が発生すると想定

されている南海トラフや、2011年東北地方太平洋沖地震
後の余震等が懸念される日本海溝を主な対象として、定
期的な海陸地殻変動のモニタリングとデータ解析を実施
するとともに、巨大地震の発生に向けたプレート境界で
の固着・すべりの逐次推移予測のための逐次データ同化
プログラムの開発を行っている。本課題では、地殻変動
データのインバージョンによってプレート境界の固着・
すべりの時空間変化を推定する解析と、その解析結果と
シミュレーション結果との差を小さくするようにシミュ
レーションのパラメタや初期値を修正する手法の開発を
行うとともに、逐次推移予測のための準備として地震発
生サイクルの数値シミュレーションを行った。
以下では、日本海溝での逐次推移予測の準備として行っ
た、東北地方太平洋沖地震前後を対象とした地震発生サイ
クルの数値シミュレーションについて報告する。なお、本
報告書の内容の多くは、Nakata et al. [1]で報告済みである。

2. 東北地方太平洋沖地震と宮城県沖地震
東北地方の日本海溝沿いの地域で 2011年 3月 11日に
発生したマグニチュード（M）9.0の地震（東北地方太平
洋沖地震：本震）では、過去のM7前後の地震の震源域
も含め、広範囲に破壊が及んだ。宮城県沖では 1978年の
宮城県沖地震のようなM7.4の地震が、30～ 40年の再来
間隔で繰り返し発生している。これらの地震によるすべ
り量は3～4mと推定されている [2]。本震時のすべり量は、
過去に単独でM7クラスの宮城県沖地震が発生した時よ
りも大きな値（5～ 20m）が推定されている [e.g.,3, 4]。
過去の宮城県沖地震震源域内のすべり量の収支だけに
着目すると、少なくともこれまでの再来間隔と同程度の
年数が経過するまでは、同規模の地震は発生しないと考
えられる。しかし、2011年の本震時には、過去の宮城県

沖地震震源域を含めた広い領域で大きくすべっているた
め、単純な問題ではない可能性も考えられる。実際、地
震調査研究推進本部は、2016年 1月の時点で、この場所
での今後 30年以内のM7.4前後の地震発生確率を「不明」
としている（2011年 1月の時点ではM7.5前後の 30年以
内の地震発生確率は 99%であった）。そこで、宮城県沖で
の地震発生準備過程として、今後どのように応力の蓄積・
解放が進むかを調べた。

3. 手法
数値計算では Ohtani et al. [5]と同様の手法と、構造探
査にもとづいた 3次元のプレート形状 [6]を用いた。モデ
ル領域は走向方向に 480km、深さ方向は 7-77kmの範囲で
ある。このプレート境界面を、走向方向の長さが 1、3、
9kmの要素を組み合わせて N（= 127,367）個に離散化した。
N個の要素それぞれに摩擦条件（A, B, L）を与え、以下
の 3式から導出される連立微分方程式を、時間刻み幅可
変の Runge-Kutta法 [7]で時間積分する。

 (1)

 (2)

 (3)

式（1）はプレートの相対運動に起因する要素 jのすべり
による要素 iのすべり方向の応力 τの時間変化を表す。Kij

はすべり応答関数で、要素 jの単位すべりによる要素 iで
の静的せん断応力変化である。Vはすべり速度、Vplはプレー
トの相対運動速度（8.4cm/yr）である。ηは地震波の放射
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によるエネルギーの減衰を近似するダンピング係数 [8]で、
本研究では 1.0G/2βまたは 0.3G/2βとした [9]。前者の場合
は、M9クラスの破壊に 10分以上かかっていたが、後者の
場合、M9クラスの地震の破壊に要する時間が 5分程度ま
で短くなり、観測値 [3, 4]と比較できるようになった。なお、
Gは剛性率（30GPa）、βは S波速度（3.27km/s）である。
式（2）は断層の構成則 [10]である。V*は任意のすべ
り速度（Vpl）、τs*は V*で定常すべりをしているときの基
準摩擦強度、Δτsは基準摩擦強度からの変化である。A（=aσ）
と B（=bσ）はすべり速度変化とすべりに対する摩擦係数
の変化を表す。A-B < 0の部分はすべり速度弱化であり、
条件次第で不安定すべりを起こす。Lは特徴的すべり量で
あり、Lが小さいと高速すべりを起こしやすく、大きいと
ゆっくりすべる。強度の時間発展則には式（3）のように
aging law [11, 12]を用いた。A、B、Lは、時間変化しない
と仮定した。

4. 結果と議論
約 190モデルで計算を行った中で、観測された特徴を

最も良く再現していた場合について紹介する。図 1のよ
うに、M9クラスの地震のすべり域となる宮城県沖浅部で
は、走向方向に 150km長・深さ 8-22kmの範囲にわたって、
L = 0.20m, A–B = -0.181MPaを仮定した。この値は、周囲（L 
= 0.30m, A–B = -0.10MPa）よりもやや不安定な摩擦条件で
ある。過去のM7クラスの地震の震源域は、半径約 20km
の円で近似し、さらに不安定な摩擦条件（例えば宮城県
沖地震震源域では半径 23km, L=0.021m, A-B=-0.285 MPa）
を仮定した。

約 2000年分の計算を行い、1回目のM9クラスの地震
が発生する数百年前から、2回目のM9クラスの地震が発
生するまでの期間を解析した。図 1の摩擦条件で計算し
た場合、M9.1の地震の繰り返し間隔は 772年、最大すべ
り量は 62mであった。宮城県沖には破壊開始から 1分後
には破壊が伝播し、すべり量は 10～ 20mに達した（図 2）。
本震後 3年間の余効すべりは宮城県沖で 2m以下であった
（図 2青線）。宮城県沖ではM7.1～ 7.4の地震が 26～ 91年
間隔で繰り返し発生していた（図 3）。
これらの特徴に加え、福島県沖や茨城県沖でM7前後

の地震が数十年で繰り返す様子や、本震時の福島県沖で

のすべり量、茨城県沖での最大余震の発生、本震の余効
すべり分布など、本震前～本震直後の挙動も、観測と概
ね一致したシミュレーション結果が得られた。
この結果では、M9.1の地震後に、宮城県沖でのM7ク
ラスの地震の静穏化は見られず、M9.1の地震の 18年後
に、M7.2の地震が宮城県沖で発生した。つまり、M9ク
ラスの地震が起きる前の繰り返し間隔より短いタイミン
グで、次の宮城県沖地震が発生していた（図 3）。これは、
M9クラス地震の余効すべりによって宮城県沖での応力蓄
積率が早かったためであると考えられる。
さらに、図 1を基に少し値をばらつかせた摩擦パラメ

タセットを仮定して多数のモデルで計算したときにも同
様の特徴が得られた。得られたシナリオを詳しく解析し
たところ、同様の特徴をある程度再現できた 121シナリ
オのうち 80%以上のシナリオで、M9クラスの地震が発

図 2 図 1の摩擦条件で行った数値シミュレーションで得られ
たM9.1地震のすべり（カラー）と余効すべり（コンター）
分布 [[1]を修正 ]。

図 3 図 2の×印における累積すべりの時間変化 [1]。

図 1 仮定した摩擦パラメタの空間分布 [[1]を修正 ]。(a) A－ B 
(MPa)。(b) 特徴的すべり量 L。
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生してから次の宮城県沖地震（M7.1～ 7.4）が発生する
までの時間間隔は、M9クラスの地震発生前の平均再来間
隔と同じかそれよりも短くなっていた（図 4）。

5. 今後の発展
本課題では、日本海溝での逐次推移予測の準備として、

2011年東北地方太平洋沖地震前後を対象とした地震発生
サイクルの数値シミュレーションを行い、プレート境界
面上のすべりが、半定量的に再現可能であることを示し
た。これは、多様な地震発生シナリオを検討するうえで
重要な知見となる。
今後は、これらのシミュレーション結果と観測データ
を用いて、逐次推移予測の試行実験を行うとともに、摩
擦パラメタをデータに合うように調整する手法の大規模
計算対応を進める。これが実現すれば、事前予測できて
いなかった振る舞いをデータが示しても、それに追従し
て、推移を予測することが可能となると期待される。
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図 4 M9クラスの地震後の宮城県沖地震の発生間隔（T1）と、
M9クラスの地震前に起きていたM7クラスの宮城県沖地
震の平均再来間隔（T2）との比 [1]。ヒストグラムは T1/
T2=0.1毎のモデルの数、折れ線グラフは累積頻度（%）を
示す。ヒストグラムの赤色と白色、折れ線グラフの赤色と
灰色は、数値シミュレーションの際に仮定した条件の 1つ
（地震波の放射によるエネルギーの減衰を近似するダンピ
ング係数 η）が異なることを意味している。
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1. Introduction
We are developing a program for data assimilation method 

to be aimed at slip on the subducting plate interface. Here, we 
briefly report on numerical simulations of earthquake generation 
cycles along the Japan Trench [1] to prepare for sequential 
assimilation of crustal deformation data due to slip on the plate 
interface.

In response to subduction of the Pacific Plate beneath 
northeast Japan, M7.1–7.4 earthquakes have occurred with 
recurrence intervals of approximately 30–40 years off the east 
coast of Miyagi Prefecture. These earthquakes referred to as 
Miyagi-ken-Oki earthquakes, and their maximum seismic slips 
were less than 3 m.

A M9.0 earthquake occurred along the Japan Trench, on 
2011. The source regions of past Miyagi-ken-Oki earthquakes 
ruptured again during the M9.0 earthquake, with coseismic slip 
in the Miyagi-ken-Oki segment estimated to be approximately 
5–15 m. These slips are larger than that of past Miyagi-ken-Oki 
earthquakes. 

If we consider only cumulative slip in the Miyagi-ken-Oki 
segment, we may expect that the Miyagi-ken-Oki earthquake 
will not occur for at least the past recurrence interval. However, 
after the M~9 earthquake, spatiotemporal development of stress 
accumulation and release as preparation process of the next 
Miyagi-ken-Oki earthquake may be different from that of past 
observations. In this study, we reproduce the observational 
characteristics prior to, during, and following the M~9 
earthquake by using numerical simulation to discuss the time 
interval to the next Miyagi-ken-Oki earthquake.

Numerical Simulations of Earthquake Generation 
Cycles along the Japan Trench
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simulations of earthquake generation cycles by using realistic three-dimensional (3D) geometry of the subducting Pacific Plate along 
the Japan Trench. As a result, we generally reproduced important characteristics such as the recurrence of M~7 Miyagi-ken-Oki 
earthquakes, coseismic slip distribution of the 2011 M9.0 Tohoku-Oki earthquake (also, the foreshock, the largest aftershock), and 
the afterslip by using realistic numerical simulation.
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2. Methods
Seismic and aseismic events were modeled to represent 

the release of slip deficit or backslip that accumulates during 
interseismic period. We discretized the three-dimensional 
subducting plate into small subfaults (total 127,367 subfaults). 
The model area is 480 km along the strike, and 7–77 km in 
the depth range. Length of subfaults in the strike direction 
(N21.5°E) varied with depth or strike and ranged from 1.0 km 
to 9.0 km. Frictional parameters A, B, and L on each subfaults 
are mathematical fitting parameters, which were assumed to be 
constant over the earthquake cycle in our simulations. 

Space-time variations in slip velocity are assumed to be 
an unstable slip with a frictional interface. We used a fault 
constitutive law [2] that determines the slip rate for a given 
stress and a value of strength. The parameter A (= aσ) controls 
the slip increase rate at which the stress reaches the strength. In 
addition, we used an aging law [3, 4], which can be considered 
as an evolution law for strength change, which varies depending 
on the prior slip history. The parameters B (= bσ) and L control 
strength recovery and slip weakening. Differential equations 
for slip rate and strength were solved with an adaptive time step 
fifth-order Runge-Kutta algorithm [5].

3. Results
To reproduce a shorter coseismic propagation time during the 

M~9 earthquake, we used the seismic radiation damping term [6] 
of 0.3G/2β, G is the rigidity (30 GPa); and β is the shear wave 
speed (3.27 km/s). We assumed that the frictional heterogeneity 
for the M~9 source area at the shallower part was slightly 
stronger (L = 0.20 m, A–B = -0.181 MPa) than the surrounding 
area (L = 0.30 m, A–B = -0.10 MPa) over a wide range of 150 
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km long along the strike and 8–22 km in depth, and we used 
circular patches as the past sources of the M~7 earthquakes 
(Fig. 1). 

We calculated spatiotemporal development of slips on 
the plate interface during 2,000 years in the simulation. The 
coseismic slips in the Miyagi-ken-Oki segment during the 
M~9 earthquake was approximately 10–20 m. M7.1–7.4 
earthquakes occurred in the Miyagi-ken-Oki circular patch 
during interseismic periods of M~9 earthquakes with maximum 
coseismic slips of 3–5 m and the average recurrence interval of 
54 years.

We reproduced observational characteristics both M~9 
and M~7 earthquakes by using numerical simulation. In our 
future study, we will conduct a data assimilation of crustal 
displacement data by using these simulations.
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1.	 はじめに
近年、計算機ユーザからの計算性能向上に対する強い
要望に応えて高性能計算機の性能は著しく向上しており、
計算機システムの総 Core数は数万から数十万に達してい
る。さらに 3～ 5年後に登場すると予測されるポストペ
タスケール級計算機の総 Core数は 100万に達する事が見
込まれる。一方で、そのような高並列計算機を活用する
ために不可欠な高並列プログラムの開発は、開発に要す
る人的コストの高騰や技術的難易度の上昇、開発期間の
長期化などから、現在の並列プログラム開発よりも遥か
に難しくなる事が専門家らによって予測されている。特
に地球科学分野のプログラムは、時にその行数が数十万
行以上に及ぶことから、コストが更に膨大なものになる
ことが推測できるため、早期の移行対策が重要といえる。
この早期の移行対策には既存の計算機環境でも利用でき、
かつポストペタスケール時代に通用する並列プログラム
開発手段があれば極めて有効である。
高並列プログラム開発に資する次世代並列モデルの研
究は世界的に進められており、なかでも区分化大域アド
レス空間（Partitioned Global Address Space、以下 PGASと
略記）[1][2]モデルは普及が見込まれており、Fortran2008
の言語規格にも導入され、ECMWFなどの地球科学の研
究機関でも検討が進められている。
それらの背景をふまえて本研究では、ポストペタスケー
ル級計算機における高並列プログラム開発に資するため
の並列計算モデル（並列プログラミング言語）として、理
化学研究所が開発している PGAS言語 XcalableMP[3]に注
目し、地球シミュレータへの移植および性能評価・分析

などを通じて、その利用可能性を検討する。XcalableMP
言語は既存のソフトウェア資産からの移行容易性・可読
性の高さなどが国際的にも評価されており [4]、QCDシ
ミュレーションなどでの評価も進められているが、一方
で地球シミュレータのようなベクトル型計算機での実績
や地球科学分野での評価事例は乏しい。
なお本研究は海洋研究開発機構と神戸大学、理化学研
究所による共同研究「ポストペタスケールシステム向け
の並列計算モデルの開発と評価」の一環として実施した。

2.	 研究計画
本研究は以下の二つの段階に大別して実施した。
1. XcalableMPコンパイラの地球シミュレータへの移植
2. 移植したコンパイラで得られる実行ファイルの性能
測定・分析
A) 姫 野 ベ ン チ マ ー ク で の 基 本 的 性 能 評 価
（Fortran+MPI版 [5]と XcalableMP版 [6]の比較）

B) 実アプリケーションへの適用を見据えた、実用
的性能評価としての NICAM-DC [7]カーネルで
の性能評価

3.	 今年度の研究成果
3.1	 XcalableMP コンパイラの移植

XcalableMP言語の言語仕様は策定済みであるが、コン
パイラの実装には日々改良が加えられている。本研究の実
施当初は開発版（Nightly build ver.）を用いたが、最終的
には安定版（Stable ver. 0.9.2）を用いた。安定版は地球シミュ
レータで用いられている OS（SUPER-UX）に対応してい

ポストペタスケールシステム向けの並列計算モデルの開発と評価
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るため、そのインストールは特に問題なく終了した。

3.2	 性能評価
基本的性能評価として、地球シミュレータに移植した

XcalableMPコンパイラでコンパイルした姫野ベンチマー
ク XcalableMP版と、地球シミュレータの Fortran90コン
パイラ（sxmpif90）でコンパイルしたオリジナルの姫野ベ
ンチマーク（Fortran+MPI版）の実行性能を比較した。問
題サイズは XL（1024× 512× 512）とし、繰り返し回数
を 2000回に固定した。また XcalableMP版と Fortran+MPI
版のメモリレイアウトを共通にするために袖領域の調整
を行った。この条件下での Fortran+MPI版と XcalableMP
版によるホットスポットであるサブルーチン jacobiの性
能評価結果を図 1に示す。縦軸が実行性能（GFLOPS）、
横軸がノード数である。各 CPUが 4coreを有しており、
coreあたり 1MPIプロセスを割り当てているため、最高で
256並列までの結果となる。

32ノード（128並列）までの性能面での差は大きくな
いが、64ノード（256並列）では XcalableMP版の性能と

Fortran+MPI版の性能は明らかに乖離しており、後者が優
位である。64ノード時のピーク性能比は Fortran+MPI版
が約 22.0%、XcalableMP版が約 17.4%であった。
ここで XcalableMPコンパイラで処理されたコードとそ
の性能を精査したところ、上記の jacobiの最も高コスト
なループ部分を内部副プログラムに変形していることが
判明した。図 2に内部副プログラム化のイメージを示す。
この内部副プログラム化では、一部のローカル変数（こ
こでは s0と ss）を親プログラム内で宣言した上で、内部
副プログラム内のループで用いている。これにより、当
該変数は親子結合されていることとなり、グローバル変
数扱いとなるため、ベクトル演算による終値をレジスタ
に保存する命令が発行される。この命令により、後続の
命令が追い越せないことが判明した。SX-ACEでは効率の
良い演算を行うために命令の追い越しが必要となるため、
この変数の親子結合が性能低下の原因と推定される。対
策としては、当該変数を内部副プログラム内で宣言する
ことで後続命令の追越しを有効にすることができる（図 2
右参照）。

図 2　コンパイラによる内部副プログラム化とその改良。

図 1　姫野ベンチマークにおける性能評価。
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そこで、当該変数を内部副プログラム内で宣言した場
合の性能も計測した。図 1に XMP修正版として示すが、
そのピーク性能比は 64ノード時で約 21.5%であった。こ
れにより XcalableMP版でも内部副プログラム化手法を改
良する事で Fortran+MPI版とほぼ同等の演算性能が出せる
事が確認できた。なお当初懸念していたベクトル処理と
XcalableMPコンパイラ内部処理の齟齬による実行性能低
下は確認されなかった。
次に実用的性能評価の事前調査として、オリジナルの

NICAM-DCを幾つかのケースで性能評価したところ、全
ケースで特定のサブルーチンがコスト上位に来た。そこ
で実用的性能評価では、このサブルーチンをカーネル化
して性能評価する事とした。現在、カーネル化および
XcalableMP言語への書き換えを進めている。

4.	 おわりに
本研究では PGAS言語 XcalableMPの地球シミュレータ
での評価を行った。姫野ベンチマークによる基本的性能評
価で XcalableMP版は Fortran+MPI版の約 8割の性能であ
るが、XcalableMPコンパイラ内部で行われる内部副プロ
グラム化方法の改良により XcalableMP版でも Fortran+MPI
版とほぼ同じ演算性能を出せる事が確認できた。実用的
性能評価としては NICAM-DCの演算カーネルについて
XcalableMP言語への書換えに取り組んだ。今後は、実用
的性能評価の継続および改善された XcalableMPコンパイ
ラの再評価、ひいては実アプリケーションそのものの実
装・評価を行いたい。
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The partitioned global address space (PGAS) model [1] is a 
hopeful parallel computational model for the forthcoming era 
of hundreds of petaFLOPS class (post Peta scale) computers. In 
particular, XcalableMP [2], which is a PGAS-based language, 
has two features: code readability and ease of rewriting from 
legacy Fortran/C code. Thus, XcalableMP is promising for the 
development of large-scale programs. The purpose of this study is 
to evaluate the applicability of XcalableMP on the Earth Simulator.

First ,  we measured the performances of HIMENO 
benchmarks coded in Fortran90 [3] and XcalableMP [4]. We 
rewrote each source code in a small 
number of lines to adjust the memory 
access condition and other conditions; 
we utilized XcalableMP compiler stable 
version 0.9.2 for compiling.

In HIMENO benchmark, the nested 
loop part of Jacobi’s method incurs the 
highest computational cost. Figure 1 
illustrates the measurement results of the 
part.

The effective performances using 64 
nodes (256 MPI processes) are 22.0% 
and 17.4% for Fortran90 and XcalableMP 
code, respectively. 

We have clarified that the performance 
degradation in case of XcalableMP is 
attributable to the code translation by the 

XcalableMP compiler. We, therefore, proposed the solution and 
confirmed its effectiveness. The improved XcalableMP code 
achieved an effective performance of 21.5%. The performance of 
improved XcalableMP code is represented by “XMP rev.” in Fig.1.

We have also attempted to write the computation kernel 
code of NICAM DC [5] and rewrite it in XcalableMP. As part 
of our future work, we will attempt to evaluate the performance 
of the computational kernel. We will also attempt to code 
the communication kernel in XcalableMP and evaluate its 
performance.
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Fig. 1  HIMENO benchmark results for nested loop part of Jacobi’s method 



273

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ所内課題  – Earth Simulator JAMSTEC Proposed Project –

Acknowledgement
A part of this study was conducted as part of post-K 

priority issue 4 “Advancement of meteorological and global 
environmental predictions utilizing observational Big Data.” 
This work was supported by Mr. Kenta YAMAGUCHI and 
other NEC staffs, who are invaluable to the completion of this 
study. We are deeply grateful to them.

References
[1] Partitioned Global Address Space, http://www.pgas.org/
[2] XcalableMP, http://www.xcalablemp.org/
[3] Himeno Benchmark, http://accc.riken.jp/supercom/

himenobmt/download/mpi-vpp/
[4] Himeno Benchmark ver. XcalableMP, https://github.com/

omni-compiler/XMP-Benchmark 
[5] NICAM-DC, http://scale.aics.riken.jp/nicamdc/index.html





  地球シミュレータ特別推進課題  
– Earth Simulator Strategic Project with Special Support –





277

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ特別推進課題  – Earth Simulator Strategic Project with Special Support –
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1. 研究の目的と意義
過去の現実的な海洋循環場、特に中規模変動を再現し
た高分解能データセットの必要性は、海洋研究のみなら
ず、水産や海運などの応用分野などにも重要なデータセッ
トである。本研究で用いる 4次元変分法の有効性は、いく
つかの研究によって示されているものの、計算負荷の高さ
などの理由により高分解能データセットの作成にはこれ
まで利用することができなかった。種々の観測データを 4
次元変分法という高度なデータ同化手法によって統合し
たデータセットは、これまで作成された同種のデータセッ
トと比べ、大幅な精度向上が期待される世界初のデータ
セットとして非常にインパクトの大きなものとなる。

2. 研究内容
4次元変分法海洋データ同化システムを用いて、ARGO
フロートデータ、海面水温、海面高度人工衛星リモート
センシングデータなどの海洋観測データを統合し、高解
像度での過去の海洋状態を再現する実験（再解析）を行
う。またその結果を用いて、過去の海洋顕著現象の解析
を行い、現象解明を行うとともに、モデル・データ同化
手法の改良を行う。現在 ES2での実行が確認できている
北西太平洋バーションMOVE-WNPを用いて 1985年以降
のデータ同化計算を行い、30年分の再解析データセット
を作成する。

3. 研究成果
図 1は本研究でもちいた観測データ数の時系列である。

1993年に衛星海面高度データの利用を開始するまでは現
場観測データのみであり、これまで再解析データが作成
されなかった時期である。また、2000年以降 Argo計画の
発展に従い特に塩分データの増加が顕著である。
これらのデータを同化した結果について、日本周辺の
主要海流に焦点を絞って性能評価を行った。図 2は日本
南岸の黒潮の流軸の緯度について観測データとの比較を
行ったものである。
比較したデータは同化にも用いられているので、必ず
しも独立ではないが両者は非常によく一致している。特
に、黒帯で示した期間は大蛇行が発生していた期間であ
り、黒潮が南偏していたことがよく再現されている。

図 1 観測データ数の時系列。（緑、左軸）海面高度計、（赤と青、
右軸）水温及び塩分データ。

図 2 黒潮流軸緯度の時系列。黒：観測データ、赤：再解析データ。
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図 3は黒潮大蛇行が発生した 1996年後半の日本南岸に
おける 200m水温と流速分布を示したものである。これま
でよく知られている通り、九州沖の小蛇行が東に伝搬し、
紀伊半島沖で離岸する大蛇行が発生してした様子がよく
再現されている。

図 4は黒潮続流の分布と海面高度偏差の年々変動を示
したものである。図に見られるように黒潮続流の流軸変
動が大きな時期と小さな時期が見られ、流軸の変動が小さ
く安定なときには南側の再循環流に正偏差が見られ、逆
に変動が大きく不安定なときには負偏差が見られている。

図 3 1986年 8月、10月及び 1997年 1月の 200m深水温と流速分布。

図 4 黒潮続流の流軸分布（緑線）と海面高度偏差（シェード）。
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図 5は親潮の南下緯度の指標として 100m深の水温が
5℃以下の領域面積の時系列である。
親潮には顕著な経年変動があり、図 6に親潮面積が最

大になる 1984年と最少だった 2000年の水温分布を示し
ている。このような親潮変動を支配するメカニズムにつ
いては未だ不明なところも多く、今回作成した再解析デー
タがその解明に役立つことが期待できる。
図 7は日本海の海峡通過流量の経年変動を示したもの

である。対馬暖流には増加トレンドが見られており、30
年間で 1～ 2割程度増加していることがわかる。対馬暖
流が増加した分は津軽暖流よりも宗谷暖流の方に多く分
配されており、対馬暖流と宗谷暖流の変動に良い相関が
あることが示されている。

4. 想定される波及効果
本研究で作成した再解析データは前節で示したように
過去の海洋現象の解明といった直接的な利用に加え、海
面水温データを気象モデルの境界条件として用いること
により過去の気象状態の再現や、水産資源変動に影響を
与える環境場としてそのメカニズム解明に活用されるこ
とが期待できる。このような学術的な利用に加え、気象
庁では本研究で用いたデータ同化システムを次期現業運
用システムとして利用することを予定しており、その際
には本研究で作成したデータセットをから求めた統計値
を、新たな海洋の平年値とする予定である。

図 5 親潮面積の時系列。黒：観測データ、赤：再解析データ。

図 7 日本海通過流量の時系列。赤；対馬海峡、緑；津軽海峡、
青；宗谷海峡、黒：間宮海峡。

図 6 1984年 4月（左）と 2000年 4月の 100m深水温。
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1. Introduction
The importance of ocean reanalysis data to reproduce 

realistic circulations such as major currents and meso-scale 
eddies has been recognized well since such datasets can be 
used not only for ocean science but also for fisheries, ocean 
transports, and disaster preventions. However, the limitation 
of computational power was a one of the important hindrance 
to make ocean reanalysis dataset. In this study, we utilize new 
Earth Simulator to produce high-resolution ocean reanalysis 
dataset for western north Pacific.

2. Data assimilation system
The data assimilation system used in this study is 

MOVE-4DVAR (Usui et al., 2015), which is developed by 
Meteorological Research Institute, Japan Meteorological 
Agency. Various observation data such as temperature/salinity 
profile derived by ARGO float, sea surface temperature and 
height derived by satellite remote sensing are assimilated 
into the high-resolution (1/10 deg.) ocean general circulation 
model using variational adjoint method. The reanalysis data 
are covered from 1982 to 2014 with 1 day interval, while the 
assimilation period is 10 days.

High-resolution Ocean Reanalysis Using 4-dimensional 
Variational Data Assimilation System
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3. Reanalysis dataset
The performance of the reanalysis dataset is examined 

from various point of views. The major current around Japan, 
such as Kuroshio, Oyashio current and their variability is well 
reproduced. For example, the large meander events of Kuroshio 
show good correspondence with historical record and detailed 
processes of meander propagation are quite realistic. In Japan 
Sea, time series of the volume transport of through flows 
are examined. It is clearly shown that the volume transport 
of Tsushima current increase about 20% in 30 years and 
corresponding increase of outflow are significant in Soya strait 
rather than Tsugaru Strait.

4. Summary and Future Works
The high-resolution ocean reanalysis dataset FORA-WNP30 

is made not only for scientific interest but also for various 
applications such as fisheries and coastal disaster prevention. 
The detail of dataset are summarized in the web site and online 
donwnload will be enabled from this site (http://synthesis.
jamstec.go.jp/FORA/e/index.html).
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地球温暖化施策決定に資する気候再現・予測実験データベース
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研究分野

気候科学

1.	 研究の目的と意義
IPCC第 5次報告書を受けて、各国政府は自国における
防災をはじめ温暖化適応策の設計に取り組みを始めてい
るところであるが、その際に、施策を決定する政府機関
で共通のシナリオを持つことが、一貫性のある適応策の
実現のためには必要不可欠である。しかも、施策を打つ
ためにはハザードの生じる確率予測が求められており、
そのためには十分な数のアンサンブル実験結果を必要と
する。これまで、文科省の「気候変動リスク情報創生プ
ログラム（以下、創生プログラム）」下で地球温暖化予測
の研究を行ってきたが、計算機リソースの制約もあって、
施策決定のために充分なアンサンブル数を持つ実験出力
データを提供できていなかった。そこで、本研究では高
解像度大気モデルを用いた、過去と将来の気候変化に不
確実性の情報を加味した確度の高い影響評価が可能とな
る物理気候データベースの作成を行った。このデータベー
スは、日本における地球温暖化研究ならびに影響評価研
究の標準データベースと位置付けられるもので、データ
を活用することで、各省庁がこれまで提供してきた地球
温暖化予測情報の質の向上や、実効ある施策決定への寄
与が期待できる。
本課題で作成する予定のデータベースは、影響評価研
究を主体に不確実性を適切に評価した温暖化対策の実現
に向けたものに活用することを主目的とする。一方で、
高解像度の多アンサンブルデータにより、過去と将来の
極端事象を含む気候変化についてこれまでの研究成果に
ついて再度検討を行い、統計的に確度の高い結論を導く。
また、気候変動要因分析 （イベントアトリビューション）
や気候変動解析をリアルタイムに行うことの環境整備も
視野に入れ、気候監視業務への貢献に結びつけていく。

2.	 研究内容
気象研究所の高解像度（60km格子）全球大気モデルに
より、下記①～③を、日本域地域気候モデルにより④を、
多アンサンブル実験により実施する。
① 過去 60年の歴史気候再現実験、
② 同期間の非温暖化歴史実験、
③ RCP8.5シナリオの 21世紀末に相当する全球地上気
温が 4℃上昇時の将来気候予測実験。

①～③の結果から

④ ダウンスケール実験
以上の実験は、創生プログラム創生プログラムの課題
間で協力して実施する。実験構成は創生 C（気候変動リ
スク情報の基盤技術開発）の研究グループが行ってきた
タイムスライス実験に相当する。これまでのものに比べ
て格段に多いアンサンブル数の実験出力から将来の顕著
現象や梅雨の特性変化について、実験①、③、④の出力
を活用して再検討する。創生 D（課題対応型の精密な影
響評価）の影響評価研究に関しても同様に、多アンサン
ブルモデル実験出力から不確実性を考慮して、河川の氾
濫や高潮による浸水や生態系の変化など多岐にわたる温
暖化リスク評価を行う。これまでに研究対象とすること
ができなかった、過去の多アンサンブルデータを用いた
リスク評価スキームの検証についても実施する。実験①
と②の結果を用いて、創生 A（直面する地球環境変動の
予測と診断）の研究グループが進めてきたイベントアト
リビューション研究を過去 60年間に発生した気候変動イ
ベントに対象を広げ調査する。

3.	 研究成果
予定している全計算のおよそ 30%に相当する計算を、3
～ 5月期で実施することができた。初期解析の結果、全
球および地域気候モデルによる過去・将来実験計算が正
常に終了していること、歴史気候再現実験における台風、
梅雨、極端現象等について、観測と良く対応する再現性
が得られていることを確認した。本研究では、これまで
に類の無い数のアンサンブル数を持つ気候変動評価デー
タベースの作成が試みられているが、当初の目論みどお
り、対象地域を絞って顕著な大気現象に注目する多様な
ユーザに当データベースを有効に活用していただける、
という確信を得た。
本研究では更新により計算能力が高まった地球シミュ
レータにより、高解像度大気モデルの総積分年数 2万年
を越える大規模な計算を実施する予定であり、順調に進
捗している。旧地球シミュレータでは全ノードを使った
場合でも 1年半の作業期間を要する計算であるが、新地
球シミュレータでは数ヶ月で完了の予定となっている。
効率的に研究を進め、優れたデータベースを短期間で構
築・提供することで、ユーザによるデータベース利用の
成果創生が期待できる。
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4.	 想定される波及効果
冒頭に述べたように、本課題で創出するデータベース
は、防災研究を始め広く適応策策定に向けた影響評価、
政策決定作業に用いられることを想定している。本デー
タベースは、政府各機関が一貫性のある適応策を実現す
るために活用する共通シナリオの候補になると期待でき
る。多アンサンブルの実験出力データということが本デー
タベースの最大の特徴である。したがって、実験データ
を用いて統計的に確度の高い論証を行うことが可能とな
り、施策決定のみならず、気候研究においても科学的に
価値のある成果が数多く創出されるものと期待できる。

図 1 高解像度全球大気モデルによる東京の日降水量頻度分布の
観測（黒）との比較。観測データや少ないアンサンブル数
のシミュレーション（アンサンブル数 1：青；アンサンブ
ル数 10：緑）では頻度の少ない多降水日のサンプルが少な
く、統計が不安定になるが、本データセットで 100アンサ
ンブルを実施することにより（赤）、日降水 250mm以上の
極端降水のサンプル数が増え、将来予測の信頼性も向上す
ると期待される。
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After the release of the IPCC AR5, each country has started 
to make adaptation plans in response to climate change. A 
common scenario of climate change is needed by policymakers 
to prepare a consistent adaptation plan.  For this purpose, the 
AGCM-RCM system of the SOUSEI program (Program for 
Risk Information on Climate Change) was used to produce 
a sufficient number of ensemble experiments to provide 
probabilistic information on the occurrence of climatic hazards. 

This study used the AGCM with equivalent grid size of 
60km (MRI-AGCM3.2H), wherein the model output has 
been subsequently downscaled dynamically using a 20km 
resolution regional climate model (NHRCM20) around the 
Japanese Archipelago.  Three sets of calculation have been 

done: (1) historical experiment over a 60-year integration 
period, (2) natural experiment over the same period, and (3) 
future experiment under the RCP8.5W scenario around the end 
of this century (i.e. 4-degree increase scenario). The ensemble 
run was conducted adopting different SST conditions.  The 
perturbation is partly caused by uncertainties from the accuracy 
of observation data. It is clearly shown that a hundred ensembles 
have the potential to produce PDF of even extreme events.

During the trial period, about 30% of all planned experiments 
were conducted.  Results confirmed that the present and 
the future change in climate are well represented, including 
typhoons and heavy precipitation events. Figure 1 clearly 
indicates that the statistics of the daily precipitation could be 
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Using the abundant computer resources of the new Earth Simulator, about 100 ensembles of 60-year simulations of the present 
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The large ensemble allows a statistical analysis of extreme events such as tropical depression or heavy rainfall events.
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Fig. 1 Daily precipitation amount in Tokyo station 
from the AGCM60 model compared with 
the observation value (black line). As the 
ensemble number increases from 1 (Blue), 
10 (Green), to 100 (Red), the value of 
extreme precipitation (over 250mm/day) 
becomes more accurate.
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discussed as the sample number increases.
Using the datasets (d4PDF), it is now possible to estimate an 

extreme meteorological phenomenon and conduct a statistical 
analysis.  Henceforth, many innovative researches would be 
done using d4PDF.
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即時津波浸水予測に向けた高分解能・量的津波シミュレーション
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研究分野

地震・津波・固体地球分野

1.	 研究の目的と意義
現在、日本では気象庁により津波警報システムが運用
され、地震発生後約 3分という驚異的な速さで沿岸部の
津波高さの予測が完了する。これは、予め多数の震源モデ
ルによる津波計算を実施、結果をデータベース化し、地震
発生後に得られる震源情報を基にシナリオを選択するこ
とにより、高速処理を実現している。一方、津波発生直後
の避難行動は、人が特性として持つ正常化バイアスなどに
よって阻害されると指摘されており、実際 2011年の東日
本大震災では、津波警報が 3分後に出されたにも関わらず、
避難をしなかった人もしくは避難が遅れた人は、犠牲者の
うち約半数を占めるという報告もある。このため、避難
行動を促進する情報とその提供の仕方が議論されている。
津波予報として発表される沿岸部の津波高さの情報だ
けでは、住民が住む住居まで津波が到達するかどうか定
かではないから、正常化バイアスの恰好の標的になって
しまっているという側面がある。このため、住民の我が
事感が増すように、沿岸部の津波高さの予測のみならず、
陸上への高分解能な浸水予測を即時に高分解能で提供で
きれば、避難行動が促進されるものと期待される。ただ、
広域・高分解能な津波浸水計算をリアルタイムで完了す
るのはさすがに難しい。しかし、気象庁が運用する津波

警報システムの方法で、多数のシナリオに基づく津波浸
水データベースを予め準備しておけば、地震発生後即時
にシナリオ検索で浸水予測を提供することは可能である。
この発想はこれまでもあったが、多数のシナリオを浸水
が評価できるほどの高分解能、広域に実施するには膨大
な計算資源が必要で実現不可能であった。ES2の後継機
の登場により、これが実現できる環境になりつつある。

2.	 研究内容
本研究では上記の目的のため、高分解能・量的津波シ

ミュレーションを実施する。本研究のオリジナリティは、
1）ESを用いて多数のシナリオに対する高分解能な津波
浸水データベースを構築することと、2）そのデータベー
スを利用した災害情報システムを地方自治体（和歌山県）
と連携して開発するという 2点である。和歌山県とは、
平成 25年度から地震津波観測監視システム（DONET）の
リアルタイム波形表示システムと津波増幅率を用いた津
波予測システムの研究開発を実施しており、プロトタイ
プシステムが完成しつつある。本研究で作成される高分
解能・量的津波データベースは、津波予測機能の核として、
当該システムに活用される（図 1）。

図 1　本研究の全体像と体制。
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和歌山県津波 DB 構築 

JAMSTEC、気象研

ハイドロソフト

DONET 

観測情報

津波 DB 

和歌山

高分解能量的津波シミュレーション

和歌山県総合防災課：
（中内、上野）& JAMSTEC

和歌山県：
津波予測システム

～研究体制図（全体）～

ES実行チーム

新ES



286

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

3.	 研究成果
津波襲来の危険性のある和歌山県沿岸部全域の約 5m分

解能の地形データを作成し、高分解能な津波シミュレー
ションを実施した（図 2）。南海トラフで発生する地震群
を検討し、Mw7.6～ Mw8.5の 1500を超える断層シナリ
オに対して繰り返し津波計算を行った。DONETの海底水
圧計の設置位置や検潮所の設置位置での計算波形、最大
津波高だけでなく、最大浸水深分布のデータもデータベー
ス化した。
津波データベースの構築においては計算の効率を上げ
るため、和歌山県沿岸部を 24の地域に分割して計算を実
施した。新 ESの利用前には JAMSTECの SC-ICEを利用
していた。1地域の 1500シナリオの計算に約 3か月要し
ていたが、新 ESでは残りの 23地域のすべての計算を約
2か月半、特別推進課題の期間中に完了することができ
た。驚異的な速さである。データベース構築の高速化は、
リアルタイム津波予測システムの構築の高速化に直結し、
地域の津波防災の高度化に貢献すると期待される。

4.	 想定される波及効果
本研究によって構築される津波データベースは、前述
のとおり、すでに津波予測システム（研究開発段階）へ
の取り込みが決定している。特に和歌山県のシステムに
おいては、すでに気象庁から津波予報許可を得て、実装
へ進んでいる。DBの構築も含めて、津波高さだけでなく
津波浸水の即時予測が実現することにより、津波被害の
軽減に資すると期待される。
さらに津波 DBは津波危険地帯に住む住民や自治体の
事前訓練や対策にも役に立つ。国が公表した最大クラス
の津波は重要なハザード情報ではある。しかし、実際に
起こる津波は多様であるとともに、地震のマグニチュー
ドと頻度の関係（G-R則）を考えれば、最大クラスの津
波よりも小さな地震（とはいえ、大地震）による津波の
ほうが確率的には大きい。そのような津波がどこまで浸
水するかをきちんと把握し、対策を講じることは、実は
最大クラスの津波に備えると同等に重要である。しかし、
現在は最大クラスの津波ばかりが注目され、この観点が
欠けている。そちらでも本津波DBを活用する予定である。
また、津波 DBによる津波予測をさらなる高度化を目

的として、DONETをはじめとするリアルタイム観測情報
の利用が促進されると期待される。また、逆に津波 DB
の精査からどのような観測をすれば津波予測を高度化で
きるかなどの提案ができると考えられ、観測システムの
高度化にも資する可能性がある。

図 2　本研究で実施した津波シミュレーションの例。
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1. Introduction
An early tsunami warning is working in Japan operated by 

Japan Meteorological Agency (JMA). It continuously monitors 
seismic and tsunami data to choose an appropriate scenario for 
coastal tsunami heights from pre-computed tsunami database 
based on result of quick analysis of epicenter and earthquake 
magnitude. They can provide issues very quick, within 3 minutes 
after earthquakes occur. It is one of the world-most advanced 
tsunami warning systems. However, some of coastal residents 
who needed to evacuate from the 2011 Tohoku tsunami did not 
follow the evacuation order from JMA. This might be caused 
by normalization bias or lack of sense of tsunami risk. We 
accordingly started to investigate how to disseminate tsunami 
information that enhance tsunami evacuation actions.

Information of the coastal tsunami height may be insufficient 
for residents living slightly away from the coast, but there is still 
tsunami risk, because they do not know whether tsunami reach 
their houses. This fact may be leading to the normalization 
bias. We therefore propose to predict not only coastal tsunami 
height but also inundation on land so that the residents could 
know if tsunami reaches or not to their houses. Database-driven 
tsunami prediction is a candidate to provide inundation map in 
real time. However, we ask huge computational resources to 
prepare inundation maps with high spatial resolution for many 
earthquake (tsunami) scenarios possibly occur in the Nankai 
trough. In this study, Earth simulator contributes constructing a 
simulation database for real-time tsunami inundation prediction 
in a local government in Japan.

2. Simulation database of tsunami inundation
We used a tsunami calculation code called JAGURS that 

solves nonlinear long-wave equations with a nested algorithm 
on a staggered, leap-frog finite differential scheme (Baba et al., 
2015[2]). This code was paralleled by using OpenMP and MPI.

In this study, we constructed a simulation database for 
Wakayama prefecture which is located in facing to the Nankai 
subduction zones. For earthquakes possibly occur in the Nankai 
trough subduction zone, at first, we constructed about 1500 
earthquake scenarios by referring tectonics and historical 
subduction zone earthquakes in the Nankai trough. The 
magnitude of the scenario earthquakes ranged from 7.2 to 8.4. 
The fault length and width and amount of slip were determined 
from the magnitude by a scaling law (Utsu 2001[5]). In order to 
calculate efficiently, the coastal region in Wakayama prefecture 
was divided to 24 sub-regions, that is 24 sets of nested grids. 
By using this population of fault models and sub-regions, we 
repeatedly calculated tsunami inundation by 1500 scenarios x 
24 sub-regions times on Earth Simulator. Spatial resolution of 
topographic data was set to be 5m interval near the coast. All 
computed inundation maps and tsunami waveforms at the coastal 
tide gauges and the offshore GPS buoy and bottom pressure 
gauges (BPGs) in the Nankai trough were stored in a database. 

This simulation database have already been embedded in 
a regional tsunami prediction system operated by Wakayama 
prefecture. This system uses offshore tsunami data observed by 
BPGs of DONET (Dense Ocean-floor Network for Earthquakes 
and Tsunamis, Kaneda et al, 2015[4]) and amplification 
relationship between coastal and offshore tsunami heights (Baba 
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et al., 2014[1]) to select the best scenario from the simulation 
database (Fig. 1). Because this prediction method depends on 
tsunami data itself, not seismic data, it has an advantage in case 
of tsunami earthquakes (Kanamori, 1972[3]) which generate 
unexpectedly large tsunami with weak seismic shaking. While 
many tsunami early warnings around the world rely on the 
seismic data because it travels faster than tsunami, but these 
systems cannot predict accurately tsunami generated from 
tsunami earthquakes.

3. Speed-up in constructing database by using 
Earth Simulator
We have used a cluster computer of JAMSTEC (SC-ICE) to 

create the database before this study. Wall-clock time was about 
three months to calculate for 1500 scenarios per one sub-region 
including data preparations, executions on SC-ICE consist of job 
waiting time and calculation time, and time for post processing. 
Calculations remaining 23 regions were finished in only two 
and half months with Earth Simulator. It was practically fast. 
Creating simulation database of tsunami inundation for all 
possible scenarios is key to come true real-time prediction of 
tsunami inundation area. We hope our achievement will lead 
tsunami early warning systems to next generation scheme that 
enhances evacuation actions among residents. 

4. Conclusion
We used Earth Simulator for mitigation of tsunami disaster 

from a point of view of development of advanced tsunami 
early prediction. Earth Simulator contributed creating pre-
computed tsunami database which includes not only coastal 
tsunami height, but also predicted inundation area. We took into 
account about 1500 scenario tsunamis and calculated tsunami 
inundation with high-spatial resolution of 5m interval for all 
coast of Wakayama prefecture. Huge computational cost was 
required but we could finish the calculations in two and half 

months by using Earth Simulator. It is reasonable wall-clock 
time. Although we have to still investigate an effective method 
to choose an appropriate scenario from the database, the tsunami 
database system created in this study is a basis needed in any 
selection algorithms. 
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非静力学大気波浪海洋結合モデルを用いた台風 
－海洋相互作用の研究：特に台風上部の巻雲に注目して
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研究分野

気象学

1.	 研究の目的と意義
台風の強度予測の精度を向上させるためには、台風を含

む数千キロメートル以上の環境場を計算するとともに、雲
を表現する解像度で計算を行い、さらに台風と海洋との相
互作用や台風周辺の対流圏上部および成層圏下部の温度を
正確に予測することが必要である。台風と海洋の相互作用
は非線形性が強く、高解像度の大気海洋結合モデルを用い
ることが不可欠である。また、対流圏上部のような上層の
温度は環境場だけでなく、台風から吹き出す巻雲により決
められる。そこで本研究では雲を解像する大気のモデル
CReSS（Cloud Resolving Storm Simulator）と、海洋研究開発
機構で開発された、海洋の小スケールの運動まで表現でき
る非静力学海洋モデル NHOES（NonHydrostatic Ocean model 
for the Earth Simulator）を結合し、それにさらに波浪モデル、
海洋混合層モデル、放射モデルを導入し、台風の強度をコ
ントロールする大気海洋相互作用と巻雲の台風強度予測に
対するインパクトを明らかにすることが目的である。これ
までほとんど注目されていない点として、放射過程を通し
て台風上部の吹き出し層（アウトフローレイア－）の巻雲
が台風にどのような効果を与えるかについても注目する。
海洋上で発生する台風は、そのエネルギーのほとんどを
海洋からの潜熱として受け取る。一方で海洋は表面からの
冷却、上部の混合、さらに台風に誘起された鉛直運動など
で冷却を受け、それはまた台風の強度を制限するなど複雑
な相互作用の結果、台風の強度が決まる。このような相互
作用は台風の眼の壁雲周辺の特に風の強いところで起こっ
ており、その精度よいシミュレーションには、数キロメー
トル格子の高解像度シミュレーションが必要である。また、
上層の巻雲については、それ自体が台風の強度に直接影響
するのではなく、放射過程を通して台風の強度に強く作用
する。これらのプロセスは台風の強度予測に十分考慮され
てなく、そのインパクトを明らかにすることは、台風の強
度予測の精度向上に不可欠である。過去 20年の台風やハ
リケーンの予測精度については、それらの進路予測につい
ては、モデルの高解像度化と共に、顕著な改善がみられる
が、強度予測についてはほとんど改善がみられない。本研
究はその問題における、大気海洋相互作用と上層の巻雲の
インパクトを明らかにし、強度予測の改善に寄与すると共
に、非常に強い台風などの熱帯低気圧のシミュレーション
の精度の向上に寄与するものである。

2.	 研究内容
本研究で用いる非静力学大気波浪海洋結合モデル

（CReSS-NHOES）は、大気と海洋のそれぞれが独立に地
球シミュレータで開発されたモデルであるが、非常に親
和性が高く、大気と海洋ともに非静力学で高解像度のシ
ミュレーションが可能である。また、地球シミュレータ
で最も効率よく実行できるモデルとなっており、新しい
地球シミュレータでさらにその性能が発揮されることが
期待される。また、台風のシミュレーションには高解像
度大規模シミュレーションが不可欠で、地球シミュレー
タの性能が必要である。
結合モデル CReSS-NHOESについて、まず新しい地球

シミュレータで十分な性能が出せるように最適化を行う。
特に放射過程や波浪モデルについて最適化を行い、十分
な性能が出せるようにする。そのうえで特徴的な台風に
ついての結合モデルを用いたシミュレーション実験を実
施し、台風と海洋の相互作用について解析するとともに、
巻雲過程についての敏感度実験により、台風の強度に対
する大気海洋相互作用や台風上部の巻雲のインパクトに
ついて検討する。
シミュレーション実験の対象とする台風は、非常に強
い台風で、伊勢湾台風、MEGI（2010）、HAIYAN （2013）
などである。低緯度の台風を対象とする理由は、台風や
サイクロンについて地球上での最大強度のものが、低緯
度で発生する。すなわち現在の気候における熱帯低気圧
の到達最大強度を与えるからである。また、地球温暖化
が進むと今世紀後半には、日本付近の海面水温が、現在
の低緯度の海面水温ぐらいに昇温するので、将来の日本
付近に達する台風の強度をシミュレーションにより推定
できると考えるからである。

3.	 研究成果
新しい ESをはじめて用いる計算であったので、当初は
ステージインの仕方などに工夫をしなければならないこ
とをはじめとして、いくつかの問題点を克服する必要が
あった。また、特に放射過程は計算コストの高いプロセ
スであるので、その最適化に時間を割いて実施した。放
射過程は RRTMとMSTRNの 2つを検討し、今回は高速
化しやすい RRTMに重点を置いて最適化を行った。また、
今回はじめて南半球の熱帯低気圧であるサイクロンのシ
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ミュレーションも行った。そのためにいくつかの改良が
必要であった。以下に本研究で得られた主要な研究成果
をまとめる。

(a) 伊勢湾台風
戦後最大規模の台風災害をもたらした伊勢湾台風は、

昭和 34年 9月 26日、紀伊半島に上陸し東海地方に甚大
な災害をもたらした。この大型台風は、暴風と高潮によ
り 5000人を超える死者・行方不明者を出した。伊勢湾台
風襲来当時、日本には気象衛星もレーダ観測網もなく、
このため伊勢湾台風の雲の様子や眼の構造などの実態が
分かっていない。伊勢湾台風は台風のメカニズムの研究
において重要であるだけでなく、最悪の経路をとった台
風という点で、未来の最悪台風のシナリオとなる点で重
要である。このため伊勢湾台風を調べ、さらに“未来の
伊勢湾台風”を予測することは、学術的にも防災の観点
からも大きな意義がある。
そこで雲解像モデル CReSSを用いて、水平解像度 2km

で上陸のおよそ 2日前から上陸後までのシミュレーショ
ンを実施した。図 1に気象庁ベストトラックとシミュレー
ションの結果得られた台風中心の経路を示した。初期値
は 1959年 9月 24日 12UTCである。シミュレーションは
放射過程を入れた場合と入れない場合の 2つを行った。
図から分かるように 3本の線はほとんど重なっており、
シミュレーションは経路をよく再現していることが分か
る。また、中心位置は放射過程のあるシミュレーション
のほうがより観測に近くなっている。放射過程はわずか
であるが、移動速度にも影響している。
図 2に雲と降水粒子の立体的な分布を示す。この図か

ら分かるように上陸時でも眼と眼の壁雲が対称性のよい
直立した構造をしている。このことは台風が強い勢力を
維持していたことを示している。また、上層の厚い巻雲

が眼の壁雲から周囲に広く広がっており、南西側は沖縄
付近まで達している。
このような広域に広がる上層巻雲は、それ自体が直接
台風の降水量などに影響することはほとんどないが、放
射過程を通して台風の強度に大きく影響する。このため
台風からの吹き出し層（アウトフローレイヤー）の巻雲
がどのように表現されるかは、台風の強度を精度よく予
測する上で重要である。図 3は伊勢湾台風の中心気圧の
時間変化を観測とシミュレーションについて比較したも
のである。シミュレーションの初期値では、ベストトラッ
クと 25hPaの差があったが、6時間程度で観測値にほぼ
同じなっている。放射過程のないシミュレーションでは、
そのまま中心気圧が下がり続けて、9月 25日 23UTCに最
低中心気圧に達している。一方で放射過程のあるシミュ
レーションでは、9月 24日 18UTCに観測値と同じ程度の
中心気圧に達した後、ほぼ観測値と同じ程度の中心気圧
で、9月 25日 06UTCまで大きな変化なく推移している。
この期間中にベストトラックとの中心気圧の差は最大で
も 10hPa以下で、放射過程のないシミュレーションでは

図 1 伊勢湾台風の経路を観測とシミュレーションで比較したも
の。黒実線と円は気象庁ベストトラック。赤実線と四角は
放射過程のないシミュレーション。紫とダイヤモンドは放
射過程のあるもの。

図 2 雲解像モデル CReSSを用いた伊勢湾台風のシミュレーショ
ン結果を立体的に表示したもの。上陸時の雲（白）、あられ
（ピンク）、雪（黄色）、雨（青）を立体的に表示した。地表
の気圧をカラーレベルで表し、代表的流線を重ねてある。

図 3 伊勢湾台風の中心気圧の時間変化。黒実線は気象庁ベスト
トラック。赤実線は放射過程のないシミュレーション、紫
実線は放射過程のあるシミュレーション。



291

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ特別推進課題  – Earth Simulator Strategic Project with Special Support –

最大で 25hPaの差であったのに対して、観測に近いもの
となっている。上陸時刻は放射過程の有無にかかわらず、
ほぼ観測に対応しており、その後、観測と同様に中心気
圧が上昇している。ただ、中心気圧の上昇はシミュレー
ションのほうがやや遅れる傾向にあり、特に 9月 26日
18UTC以降に 20hPa以上に達している。全体として、放
射過程を導入したシミュレーションは、ないものより進
路や中心気圧について観測とよく合うものになった。

(b) スーパー台風HAIYAN（2013） 
2010年の台風第 13号MEGI（2010）をはじめとして、フィ

リピンは過去に何度かスーパー台風の上陸による被害を
受けている。そのなかでも 2013年 11月に上陸し、レイ
テ島を中心とするフィリピンに甚大な被害をもたらした
台風第 30号HAIYANは、上陸時の中心気圧 895hPaに達し、
それは 2005年に米国に甚大な被害をもたらしたハリケー
ンカトリーナより 35hPaも低いものであった。その結果、
7000人を超える犠牲者と 800億円を超える被害額となっ
た。HAIYANがもたらす 90m/sを超える瞬間最大風速は、
風による大規模な被害をもたらし、伊勢湾台風と同様に
この強風で発生した高潮が甚大な被害をもたらした。こ
のような低緯度の台風は、次の 2点で重要である。一つ
は現在の気候で発生する最強の台風やサイクロンが低緯
度で発生しているので、低緯度の台風は現在の気候にお
ける熱帯低気圧の到達最大強度と考えられることである。
もう一つは地球温暖化が進むと今世紀後半には、日本付
近の海面水温が、現在の低緯度の海面水温ぐらいに昇温
するので、将来の日本付近に達する台風の強度を推定す
ることに役立つという点である。
そこでスーパー台風 HAIYAN （2013）を再現すること
を試みた。HAIYANのシミュレーションでは、次の 4点
が問題となっている。シミュレーションでは再現される
台風の最低中心気圧が観測された台風のように低くなら
ない。中心気圧の低下が観測に比べて遅れる。急発達が
再現されない。すなわち発達速度が再現されない。そし
て進路がシミュレーションでは観測に比べて北に最大で
300kmほどずれるなどの点である。これらの問題を検討
するために海洋を 1次元熱拡散モデルで表現した雲解像
モデル CReSSによる実験と、非静力学大気海洋結合モデ
ル CReSS－ NHOESによる実験を実施した。シミュレー
ションは水平解像度 5kmの 11月 4日 12UTCを初期値と
した計算の出力値に、水平解像度 2kmのモデルをネスト
して、11月 5日 00UTCを初期値として計算を行った。
水平解像度 2kmの実験では、海洋を 1次元モデルで表

現した実験では、海洋の格子数は同じで、格子間隔を 0.5、
1.42、5mの3とおりに変えてシミュレーションを実施した。
格子数が同じであるので、計算される海の深さ、すなわ
ち海の貯熱量が変わる。図 4にシミュレーションから得
られた中心気圧の時間変化を示した。まず、ベストトラッ
クの中心気圧と比較すると、明らかに気圧低下時刻が観
測に比べて遅れている。計算では、6日 00～ 12UTC付
近から急発達をはじめている。到達した最低中心気圧は、

海が深いほど、すなわち海の貯熱量が大きいほど低くなっ
ており、855hPaから 908hPaまでの大きなばらつきがある。
このことはスーパー台風 HAIYANの最大強度は、海洋の
貯熱量に大きく依存していることを示している。このため
台風の強度を精度よく再現するためには、海洋モデルが
必要であることが分かる。図 4の黒実線は非静力学大気
海洋結合モデル CReSS－ NHOESによる結果であり、こ
れによる最低中心気圧は 885hPaで観測の 895hPaに比べて
10hPaほど低いが、海洋を結合しないモデルに比べて十分
観測に近いものとなっている。発達時期の遅れは改善さ
れていないが、急発達は再現されている。
非静力学大気海洋結合モデル CReSS－ NHOESによる

シミュレーションでは、フィリピンに上陸直前の時刻に
最低中心気圧 885hPaに達している。図 5は水平解像度
2kmの実験の 11月 8日 06UTCの結果である。フィリピ
ン上陸直前の時刻で、台風が最も発達していることが分
かる。一方で、台風の進路は北に 200kmほどずれている。
この実験では急発達のタイミングが遅れることと、進

図 4 HAIYAN（2013）のシミュレーションから得られた中心気
圧の時間変化を気象庁ベストトラック（水色）と比較した
もの。オレンジ、赤、緑の線は雲解像モデルによるもので、
鉛直 1次元の海洋の格子幅が、0.5、1.42、 5mにしたもの、
太い黒実線が非静力学大気海洋結合モデル CReSS-NHOES
で行った結果。

図 5 非静力学大気海洋結合モデル CReSS-NHOESを用いた台風
HAIYANのシミュレーション結果。フィリピン上陸直前の
時刻で中心気圧が 885hPaに達している。黒実線はシミュ
レーションの中心経路、水色は気象庁ベストトラック。
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路がずれるという問題が残されたが、非静力学大気海洋
結合モデルを用いることで、最低中心気圧や急発達が再
現できるようになった。

(c) サイクロン PAM
北太平洋に発生する台風に比べて、南太平洋のサイク
ロンは数が少なく、また強度も小さいものが多い。その
ために台風に比べて研究が少ない。2015年 3月、過去に
ほとんど例がないほどの強度のサイクロンが発生し、南
太平洋の島国バヌアツに襲来し、甚大な被害がもたらさ
れた。このサイクロン PAMはスーパー台風 HAIYANと
同様に 896hPaという強度に達した。このサイクロン PAM
の特徴は、台風 3号と赤道をはさんで対発生した点である。
すなわちツインサイクロンの南半球のものが、非常に発
達したということである。
このサイクロンの対発生とサイクロン PAMの発達を再

現するために、雲解像モデル CReSSにより、水平解像度
2kmで東西 7000km、南北 5000kmという非常に大規模な
計算領域を用いてシミュレーション実験を行った。図 6
は計算領域と初期値の地上気圧と地上風の分布である。
図から分かるように初期値に赤道をはさんで南北に渦と
低気圧がみられる。これらは両者とも低緯度に発生した
熱帯低気圧で、その間に顕著な西風がみられる。パター
ンとしては赤道ロスビー波のように見える。北半球に比
べて南半球のほうが、海面水温が高いため、対発生して
も南半球の熱帯低気圧のほうがより強くなる。
図 7は初期値から 4日目の 3月 14日 00UTCの結果で
ある。やや進路は東にずれているが、サイクロン PAM
のほうは非常に発達し、シミュレーションでは中心気
圧 891hPa、最大地上風速 60ms-1に達している。これは
この時刻の観測値である中心気圧 896hPa、最大地上風速
69ms-1に近いものである。観測とよく対応してサイクロ
ンの眼がはっきりしており、非常に発達した状態でバヌ

図 6 サイクロン PAMと台風 3号のシミュレーションのための
初期値、2015年 3月 10日 00UTC。地上気圧（等値線）と
地上風（矢印）。

アツに接近していることが分かる。また気象衛星から分
かるように眼の壁雲の活動が活発で、中心の東側にはア
ウターレインバンドが、西側にはインナーレインバンド
が形成されているなどの点もよく対応している。今後、
この結果を解析することで、過去にないほどの強度のサ
イクロンがどのように発達したのかを明らかにすること
ができる。
このような大規模なシミュレーションが可能となった
のは、地球シミュレータの多数のノードを利用した計算
が可能となったからである。今回、大気海洋結合モデル
に放射を導入し、新しい地球シミュレータに最適化する
ことができたので、これらの計算を実施することが可能
となった。

4.	 想定される波及効果
本研究で実施した非静力学大気海洋結合モデルによる
台風のシミュレーションは、台風の強度予測において、
海洋の予測が重要であることを示している。今後の台風
予測のモデルにおいて、その重要性が認識され、海洋モ
デルが結合される方向に進むと考えられる。また、海洋
パートの計算の初期値・境界値として、海洋研究開発機
構で作成されている JCOPE2が用いられているが、大気
海洋結合モデルの計算において、その利用が活発になる
ことが期待される。
これまで台風の強度や降水量にほとんど影響のないと
考えられてきた上層の巻雲について、放射過程を通して
台風の強度に大きく影響することが示されたことから、
その重要性が認識され、巻雲に関わるプロセスの開発が
進められることが期待される。特に粒径や粒子のタイプ
などのデータが必要となるので、その観測が実施され、
観測の結果に基づく巻雲のモデル化が進む。その結果が
さらに台風の強度予測の向上につながる。
南半球の熱帯低気圧であるサイクロンについては、台
風ほど研究が進んでいない。サイクロン PAMは過去に例
がないほど強いもので、さらに台風と対発生したという

図 7 雲解像モデル CReSSを用いたサイクロン PAMのシミュ
レーション。初期値から 4日目の 3月 14日 00UTCの地上
気圧（等値線）、降水強度（カラーレベル）、及び地上風（矢
印）の分布。
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特徴をもつ。これについての大規模シミュレーションの
結果の解析は、非常に強いサイクロンの発達過程やその
要因を明らかにすることが期待される。南太平洋には多
くの島国があり、サイクロン PAMのようなこれまでにな
い強いサイクロンの強度予測は防災上重要で、このシミュ
レーションは、将来のサイクロン予測にも貢献すること
が期待される。
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1. Introduction
Cloud-resolving simulation is important for an accurate 

prediction of typhoon intensity as well as detailed calculation 
of the environmental fields. It is also important for the typhoon 
intensity prediction to calculate a typhoon-ocean interaction 
and the air temperature fields of the upper troposphere and 
lower stratosphere. The interaction between typhoons and the 
ocean is complex. Thus, a high-resolution coupled atmosphere-
ocean model is necessary for the prediction of the sea surface 
temperature (SST). On the other hand, the temperature of the 
upper layers is strongly controlled by the cirrus clouds in the 
typhoon outflow layer due to the radiation process as well as the 
environmental field. In the present study, we couple the non-
hydrostatic atmospheric model, the Cloud Resolving Strom 
Simulator (CReSS) and the non-hydrostatic ocean model, the 
Non-hydrostatic Ocean model for the Earth Simulator (NHOES) 
to study effects of the typhoon-ocean interaction and the cirrus 
clouds in the typhoon outflow layer. These processes are not 
sufficiently considered in the typhoon prediction. To clarify their 

impact for the typhoon intensity will contribute to improvement 
of the typhoon intensity prediction.

2. Methods
Since both CReSS and NHOES have been developed on the 

Earth Simulator, it is expected that the coupled model CReSS-
NHOES will show a high performance on the new Earth 
Simulator. Typhoon simulations using the coupled model are 
large computation and the Earth Simulator is indispensable for 
the simulations. At the beginning of the preset research, CReSS-
NHOES is optimized for the new Earth Simulator because its 
architecture is different from the previous generation of the 
Earth Simulator. In particular, optimizations of the radiation 
code and wave process were necessary because they are heavy 
computation processes in the coupled model.

After the optimizations, simulation experiments of selected 
intense typhoons are made; Typhoon Vera (1959), Typhoon 
Megi (2010), and Typhoon Haiyan (2013). In the lower latitude, 
the most intense typhoons are observed. Their intensity is the 
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strongest in the present climate. Their intensity is expected to 
be near that of the future typhoons in the higher latitude because 
SST in the mil-latitude will become the similar level of the 
lower latitude SST. Therefore, accurate prediction of intensity of 
lower latitude typhoons is important for estimation of intensity 
of future typhoon in mid-latitude.

3. Results
3.1 Typhoon Vera (1959)

This typhoon is one of the most devastating typhoons in 
Japan. It struck the central part of Japan and fatalities were 
more than 5000 mostly owing to high storm surge in the Ise 
Bay. When the Typhoon Vera struck Japan, there were no 
satellite and radar observations. However, the Typhoon Vera 
is important as a worst scenario for future typhoon disaster. 
Research of Vera and projection of future Vera are important for 
a disaster prevention as well as typhoon research.

We performed a simulation experiment of the Typhoon Vera 
using CReSS with a horizontal resolution of 2 km. The simulation 
started two days before its landfall over the Kii Peninsula. The 
initial time was 12 UTC September 24, 1959. To examine the 
impact of the radiation process, two simulation experiments were 
performed with and without the radiation process. 

Figure 1 shows a 3-dimensional display of clouds and 
precipitation of the simulated typhoon Vera. The structure of the 
typhoon eye is upright and highly symmetric. This indicates that 
the typhoon is still intense even just before it makes landfall. 
The upper level clouds extend widely from the typhoon eyewall, 
which reaches Okinawa region. They are the cirrus cloud in the 
typhoon outflow layer. These clouds will not increase rainfall 
amount while they have substantial impact on the typhoon 
intensity thought the radiation process. Therefore, modeling 
representation of the cirrus clouds is important for the accurate 
prediction of typhoon. Figure 2 compare the time-series of 
central pressure of the Typhoon Vera. The radiation process 

causes about 15 hPa difference and the simulation with the 
radiation process shows that the central pressure is more close 
to the observation data.

3.2 Super-typhoon Haiyan (2013)
The most intense tropical cyclones occur in the lower latitude 

of the western North Pacific Ocean. The Philippines have 
been affected by such intense typhoons. The super-typhoon 
Haiyan (2013) is one of the intense typhoons which cause huge 
disaster over the Philippines. The simulation experiments of the 
intense super-typhoon are importance to estimate the maximum 
intensity of typhoon in the present climate as well as in the 
future climate.

There are four important problems in the simulation 
experiment of the super-typhoon Haiyan. (1) Minimum central 
pressure is not attained by simulations. (2) Lowering central 
pressure delays in the simulation than the observation. (3) The 
observed rapid intensifi cation is not simulated. (4) The simulated 
track is sifted about 200~300 km to the north of the observed 
track. To examine these problems, we performed simulation 
experiments with different conditions and parameters.

Three experiments using CReSS with different depth 
of ocean and one experiment using CReSS-NHOES were 
performed. The depth of ocean of the CReSS model will change 
the upper ocean heat content. Figure 3 shows the time-series of 
central pressures obtained from the experiments and that of the 
JMA best-track data. The simulated typhoons showed the rapid 
intensifi cation around 00~12 UTC of September 6 while its start 
time was delayed. The minimum central pressures of the CReSS 
experiments are dependent on the ocean depth. This indicates 
that the intensity of super-typhoon is strongly dependent on the 
ocean heat content and thus the coupling of an ocean model is 
necessary to remove the uncertainty in the expression of ocean. 
The minimum central pressure obtained by the CReSS-NHOES 
experiment is very close to that of the observed typhoon even 
though the timing was delayed. The problems about the shift 

Fig. 1 Three-dimensional display of cloud and precipitation distribution 
of the simulated typhoon Vera (1959): cloud ice (while), groupel 
(pink), snow (yellow) and blue (rain). The lines are selected 
stream line.

Fig. 2 Time-series of the central pressures obtained in the simulation 
experiments of Typhoon Vera. The red line is simulation without 
radiation process, the purple with radiation, and the black line is 
the JMA best track data.
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of track and the delay of the timing of intensification are still 
remained for the future study.

Fig. 3 Time-series of the central pressure obtained in the simulation 
experiments of the super-typhoon Haiyan (2013). The orange, red 
and green lines are those by CReSS while the black line is that 
by CReSS- NHOES. The blue line is the JMA best-track data. 
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ESの全ノードを用いた全球地震波形計算による地球内部構造の解明
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坪井　誠司 海洋研究開発機構　地球情報基盤センター

研究分野

固体地球分野

1.	 研究の目的と意義
地球内部の構造がどのようなものとなっているかは、表
面で観測される地震や火山などの地球物理学的現象の原
因を考える上で重要な研究テーマである。我々は現在、地
球は地殻、マントル、核という成層構造を成しているこ
とを知っているが、そもそも、このような成層構造が 46
億年前の地球形成時の環境に依るものであるかは、地球
が形成されてから今日までの地球の進化を考える上でも
極めて重要な問題である。このような場合、有効な手段
は電磁波を用いて構造を探査することである。しかしな
がら、固体地球に対して電磁波は透過しないため、地球
深部までの構造を知るために他の手法を用いざるを得な
い。このためには、地震により励起された地震波を用いる
地震学的手段による研究手法が有効な手段となる。地震
により励起され地球内部を伝播する地震波は、弾性体力
学の運動方程式で記述され、地球が完全な球であるなら
ば理論的な解析解が存在する。しかしながら、地球は回
転楕円体の形状をしており、地球内部の構造も球構造か
らの摂動成分は大きく、理論的に地震波を計算するため
には解析的手法を用いることは期待できない。一方、地
球を構成する岩石の弾性的性質により、地震波速度が km/
secのオーダーであり、地震波の P波および S波では周期
1秒の波が卓越することが知られている。したがって、観
測された地震波形を再現する理論地震波形を計算する上
で周期 1秒の精度は到達すべき目標であった。近年、大型
計算機の発展と共に、数値的手法により理論的な地震波形
を計算することは大きな進歩を成し遂げてきたが、現実
的な地球モデルに対して全球を伝播する地震波形を周期
1秒の精度で計算することは、計算規模が大きすぎるため
に行われたことがなかった。本研究では、地球シミュレー
タの全ノードを用いて現実的な地球モデルに対して周期
1秒の精度で地震波形を計算することを目的とする。この
ような規模での理論地震波形の計算は、我々のグループが
京コンピュータを用いて行った以外には例がなく、地球シ
ミュレータ規模の計算機を用いることで初めて可能とな
るものである。このような理論地震波形が計算できれば、
特に地球内部の核 ･マントル境界等の極めて不均質な領
域の構造を決定するために大きな貢献が期待できる。

2.	 研究内容
我々は、これまでも地震波動場の数値解法であるスペ
クトル要素法を用いて現実的な地球モデルに対する地震
波動の数値計算を実施してきた。初代地球シミュレータ

では、4056CPUを用いて周期 3.5秒の精度での計算を達
成したが（図 1）、周期 1秒の実現は困難であった。現在、
京コンピュータを用いることで周期 1秒の精度での計算
は実現しつつあるが、京コンピュータでは計算機資源が
限られており、試行的な計算に限定されているのが実情
である。京コンピュータと同じ規模の計算は、地球シミュ
レータの 5,046ノード（20,184コア）により実現可能と推
測され、地球シミュレータを用いることで周期 1秒の精
度での理論地震波形計算を研究に用いることが可能にな
ると思われる。
全球を伝播する地震波形の理論計算は、これまで我々
が用いてきたものと同じ、スペクトル要素法を用いた数
値解法により計算する。スペクトル要素法の計算プログ
ラムである SPECFEM3D_GLOBEはスカラー計算機向け
に開発されているので、まずこのプログラムのベクトル
計算機向けチューニングを行う必要がある。プログラム
のチューニングを実施した上で、全ノードを用いた場合
に予想される計算時間等の見積もりを行う。さらに、ク
ラスタ間通信を実施するための方策について検討する。
現実的な地球モデルに対して全球を伝播する地震波形
を周期 1秒の精度で計算することは、到達すべき大きな
目標であったので、それが現実的な計算時間で実現でき
るならば、地震学には大きな影響を及ぼすと期待できる。

図 1 4056CPUを用いて理論地震波形記録を計算した際のメッ
シュ形状。
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地球深部の特に核 ･マントル境界付近は、地球マントル
内のスーパープリュームと呼ばれる熱的な上昇流の発生
源と考えられ、水平方向には熱的にも地震波速度などの
物質的性質も大きく変化していることが予想されている。
このような領域の構造を詳細に調べることは、これまで
は地震波の到着時のみを用いることが一般的であり、高
精度な地震波形を現実的な地球内部構造モデルに対して
計算して、観測波形と比べることは行われてこなかった。
もし、地球シミュレータを用いて周期 1秒の精度で全球
を伝播する地震波形を計算することが可能となれば、こ
のような地球内部構造を推定する上で極めて有効な手段
を提供することになり、詳細な構造を決定することが可
能となると期待できる（図 2）。一方、周期 1秒の精度で
例えば震央距離 40度程度の観測点で地震波形を計算する
ことが可能となれば、地震の震源破壊過程の研究にも大
きな進展が期待できる。地震の震源過程を研究する際に
地震波形の周期が短いほどより詳細な破壊過程を求める
ことが可能となるが、特に震央距離が 10度以内のような
震源に近い観測点の場合は、水平方向に大きな不均質構
造を持つ地殻内を伝播する距離が大きいために、地殻構
造の影響を受けやすい。しかし震央距離 40度程度ならば、

伝播経路はマントル内が大きな割合を占めるため、地殻
の影響は最小限ですませることが出来るので、より詳細
な震源過程研究が可能となる。このように周期 1秒の精
度で理論地震波形を計算することは固体地球科学全般に
大きな波及効果を及ぼすと考えられる。

3.	 研究成果
地球シミュレータは2,048ノードの拡張クラスタ1台と、

512ノードの基本クラスタ 6台から構成される。クラスタ
間は 10Gのネットワークで接続しているが、この上では
MPI通信が出来ず、全ノードを用いたMPI通信による計
算を実行するためには、10Gのネットワーク上のMPI通
信を可能とするためのシステムの開発が必要となる。今
期は、このMPIライブラリの開発を技術サポートにお願
いした。計算を効率的に行うためには、MPI通信を行う
上で、IXS通信の方が Ethernet通信よりも高速のため、通
信プロセスの割当を減らした方が良いが、クラスタ間の
通信を効率的に行うには、通信プロセスの割当を増やし
た方が良い。アプリケーションの通信パターンによって、
最適な計算プロセスと通信プロセスの負荷バランスを調
整する必要がある。（図 3）

図 2 地震波は外核・内核を通過する際に複雑な伝播経路を持つ。その中で、赤い線で示した波線と走時曲線は PKIKP波あるいは
PKP-DFフェイズと呼ばれ、内核の情報をもたらす。PKIKP波は地表から観測点までおよそ 20分かけて伝わるが、内核を通過す
る時間は 100秒程度であり、地殻やマントルの影響も強く受ける。地殻や上部マントルの構造の影響は PKIKP波と他のフェイズ
との時間差を取ることによってかなり減ずることができる。他の波との時間差は 1秒程度であり、この精度での理論地震波形計
算が望ましい。

図 3 クラスタ間MPI通信を実現するためのイメージ。
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今期の開発では、適切な通信の状態を把握することが
課題となり、全ノードを用いたMPI通信を実現すること
は出来なかった。

4.	 想定される波及効果
今期の研究期間中には全ノードを用いた理論地震波形
計算を実現することは出来なかったが、研究内容でも述
べたように、地球深部の特に核 ･ マントル境界付近は、
地球マントル内のスーパープリュームと呼ばれる熱的な
上昇流の発生源と考えられ、水平方向には熱的にも地震
波速度などの物質的性質も大きく変化していることが予

想されている。このような領域の構造を詳細に調べるこ
とは、これまでは地震波の到着時のみを用いることが一
般的であり、高精度な地震波形を現実的な地球内部構造
モデルに対して計算して、観測波形と比べることは行わ
れてこなかった。もし、地球シミュレータを用いて周期 1
秒の精度で全球を伝播する地震波形を計算することが可
能となれば、このような地球内部構造を推定する上で極
めて有効な手段を提供することになり、詳細な構造を決
定することが可能となると期待できる。引き続き、周期 1
秒の理論地震波形記録計算の実現を目指して行くことが
必要と考える。
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Seismic waves are simulated by solving the equations of 
motion for an elastic or viscoelastic body. There exists an 
analytical solution only if the Earth is considered to be a perfect 
sphere and the Earth model spherically symmetric. However, the 
real Earth exhibits various significant deviations from spherical 
symmetry, such as ellipticity as well as heterogeneous structures 
in the crust and mantle, which makes it impossible to obtain 
analytical solutions. Traditionally, assuming that the Earth can 
be represented by a spherically-layered structure, normal-mode 
summation algorithms have been used to calculate seismograms, 
but these algorithms are typically accurate down to seismic 
periods of 8 seconds. However, in modern seismology the 
community is interested in seismic waves that are characterized 
by a dominant period of about 1 second. Therefore, it is 
desirable to calculate theoretical seismograms with a precision 
of 1 second for realistic three-dimensional (3-D) Earth models.

The use of the Spectral-Element Method (SEM) for 
numerical modeling of seismic wave propagation in realistic 
3-D models at the scale of the full Earth has been prevailing 
in recent years (Komatitsch et al., 2005) [1]. The SEM is an 
optimized high-order version of the finite- element method that 
is very accurate for linear hyperbolic problems such as wave 
propagation. In addition, its mass matrix is perfectly diagonal by 
construction, which makes it favorable to implement on parallel 
systems because no linear system needs to be inverted. The 
3-D SEM was first used in seismology for local and regional 
simulations and adapted to wave propagation at the scale of the 
full Earth. Here we use the 3-D SEM package SPECFEM3D 
GLOBE to try if it will be possible to simulate global seismic 
wave propagation with an accuracy of about 1 second for a 
realistic Earth model on the Earth Simulator.

The new Earth Simulator system consists of one cluster 
with 2,048 nodes and six clusters with 512 nodes. Each cluster 
is connected by 10 gigabit Ethernet but it is not possible to 
use MPI connections on this network. Thus, we cannot use 
entire 5,120 nodes as single computational job. We already 
have analyzed load balancing among the compute nodes in 

SPECFEM3D_GLOBE code on the K computer. We measured 
load balancing between the different MPI processes of each 
section of the program in the case of 72,600 compute nodes of 
the K computer. The cost of arithmetic operations dominates and 
represents 83% of the total cost; that cost is also well balanced. 
The communication cost is only 10% of the total cost because 
the SPECFEM3D GLOBE code uses non-blocking MPI and 
thus communication is efficiently overlapped with calculation. 
Thus, the communication cost does not cause performance 
degradation, even in the case of 72,600 compute nodes. This 
demonstrates that MPI parallelization of the original code is 
already efficient and well optimized in this respect. Therefore, it 
is just necessary to develop MPI libraries, which should run on 
the 10 gigabit Ethernet so that we will use the entire 5,120 nodes 
for large scale SEM computation.

We asked technical support section and manufacturer of 
NEC SX system, eventually, to develop this MPI library. 
It became clear that it is necessary to have an appropriate 
combination of communication nodes and computational nodes 
to realize an efficient performance for large scale computation. 
The technical support section has tried to examine several 
cases of this combination by using the MPI library developed 
for the 10 gigabit Ethernet. However, it was not possible to get 
optimized numbers for communication nodes and computational 
modes within this project term and we could not run large scale 
SEM simulation using full nodes of the Earth Simulator. This 
should be a target which will be continued to the next term of 
this project.
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地球温暖化施策決定に資する気候再現・予測実験データベース

課題責任者

高薮　　出 気象庁気象研究所　環境・応用気象研究部

研究分野

気候科学

1.	 研究の目的と意義
本研究は、地球シミュレータ特別推進課題として 2015

年 3～ 5月期に実施したものの継続である。
IPCC第 5次報告書を受けて、各国政府は自国における
防災をはじめ温暖化適応策の設計に取り組みを始めてい
るところであるが、その際に、施策を決定する政府機関
で共通のシナリオを持つことが、一貫性のある適応策の
実現のためには必要不可欠である。しかも、施策を打つ
ためにはハザードの生じる確率予測が求められており、
そのためには十分な数のアンサンブル実験結果を必要と
する。これまで、文科省の「気候変動リスク情報創生プ
ログラム（以下、創生プログラム）」下で地球温暖化予測
の研究を行ってきたが、計算機リソースの制約もあって、
施策決定のために充分なアンサンブル数を持つ実験出力
データを提供できていなかった。そこで、本研究では高
解像度大気モデルを用いた、過去と将来の気候変化に不
確実性の情報を加味した確度の高い影響評価が可能とな
る物理気候データベースの作成を行った。このデータベー
スは、日本における地球温暖化研究ならびに影響評価研
究の標準データベースと位置付けられるもので、データ
ベースを活用することで、各省庁がこれまで提供してき
た地球温暖化予測情報の質の向上や、実効ある施策決定
への寄与が期待できる。
本課題で作成するデータベースは、影響評価研究を主
体に不確実性を適切に評価した温暖化対策の実現に向け
たものに活用することを主目的とする。一方で、高解像
度の多アンサンブルデータにより、過去と将来の極端事
象を含む気候変化についてこれまでの研究成果について
再度検討を行い、統計的に確度の高い結論を導く。また、
気候変動要因分析 （イベントアトリビューション） や気候
変動解析をリアルタイムに行うことの環境整備も視野に
入れ、気候監視業務への貢献に結びつけていく。

2.	 研究内容
気象研究所の高解像度（60km格子）全球大気モデルに
より、下記①～③を、日本域地域気候モデル（20km格子）
により④を、多アンサンブル実験により実施する。
① 過去 60年の歴史気候再現実験、
② 同期間の非温暖化歴史実験、
③ RCP8.5シナリオの 21世紀末に相当する全球地上気
温が 4℃上昇時の将来気候予測実験。

①～③の結果から
④ ダウンスケール実験

以上の実験を、創生プログラムの課題間で協力して実
施する。実験構成は創生 C（気候変動リスク情報の基盤
技術開発）の研究グループが行ってきたタイムスライス
実験に相当する。これまでのものに比べて格段に多いア
ンサンブル数の実験出力から将来の顕著現象や梅雨や台
風の特性変化について、実験①、③、④の出力を活用し
て再検討する。創生 D（課題対応型の精密な影響評価）
の影響評価研究に関しても同様に、多アンサンブルモデ
ル実験出力から不確実性を考慮して、河川の氾濫や高潮
による浸水や生態系の変化など多岐にわたる温暖化リス
ク評価を行う。これまでに研究対象とすることができな
かった、過去の多アンサンブルデータを用いたリスク評
価スキームの検証についても実施する。実験①と②の結
果を用いて、創生 A（直面する地球環境変動の予測と診断）
の研究グループが進めてきたイベントアトリビューショ
ン研究を過去 60年間に発生した気候変動イベントに対象
を広げ調査する。

3～ 5月の課題において上記実験の約 30%に相当する
計算を終了させ、これまでに得られている実験出力が上
述した目的の達成に有効であることを確認している。当
該期間では、残りの計算を完了させ、各実験結果を相互
に比較して、現在気候をベースとした将来気候の変化に
ついて考察する。とりわけ、これまでにないアンサンブ
ル数の実験であることのメリットを生かして、極端事象
の将来変化の推定における不確実性がどれだけ低減され
るかに着目する。

3.	 研究成果
予定している 2.6万年分の計算のうち、実験②の非温暖
化実験を除いた 2万年分の計算を完了することができた。
初期解析により、全球および地域気候モデルによる過去・
将来実験計算が正常に終了したことも確認した。今回作成
した本データベースを、以下、d4PDF（database for Policy 
Decision making for Future climate change）と呼称する。
本研究 d4PDFは、これまでに類の無い数のアンサンブ
ル数を持つ気候変動評価データベースである。将来気候
変化では、熱波、豪雨、高潮など甚大な自然災害をもた
らす大気現象について不確実性の小さい情報が社会的に
強く求められている。今回の多数（100から数千）例の実
験出力を用いることで、これらの現象について統計的に
信頼性の高い情報が得られることが確認された。データ
ベースを活用することにより、100年に一度発生する事例
の再帰確率など、これまで極値統計モデルに依存するこ
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となしには求めることができなかった量が、d4PDF を使
用するだけで求めることができるようになった。
図 1は福岡における降水頻度の現在と将来分布を示し

たものである。観測データだけでは、図示したような滑
らかな過去の降水発生頻度分布を描くことができない。
今回のアンサンブルデータを用いれば、他の要素につい
ても同様に、図示したような確率密度分布を描くことが
できる。さらに、使用した大気モデルは気象庁において
日々の天気予報に利用されたモデルを元に構成されてい
ることもあって、気温、降水、台風など多くの事例につ
いて観測との対応が良い。図 1には、モデルの推定した
30年確率日降水量も示しており（縦線）、観測データから
求めたもの（▲）と極めてよく対応しているのが分かる。
一例を示したのみではあるが、対象地域を限って顕著な

大気現象に注目する多様なユーザにとって、d4PDFは有
用なものである考えている。
図 2は、台風が各地点を通過する数の将来変化を示し
ている。とりわけ温暖化時の台風の変化については、こ
れまで精力的に取り組んできたものの、計算資源の制約
のために 10数例のアンサンブルを用意するのが精一杯で
あった。今回の多アンサンブルの計算結果を元に、台風
の存在確率が将来どのように変化するかを再評価してや
ると、従来どおりの空間パターン、すなわち、ハワイ周
辺を除いて広範囲に台風が減少することが分かった。ま
た、今回の実験ではアンサンブルが沢山あるために滑ら
かな空間分布が得られていることが見てとれる。本実験
と従来実験との間では定性的な結果はなんら変わらない
ものの、多アンサンブルデータからなる d4PDFを用いて、
将来の台風の振舞いについて不確実性が低減した確度の
高い結論を導くことができたことの意義は大きい。さら
に、空間的な滑らかさが示唆するように、d4PDFは、領
域を狭めた影響評価にも活用できると期待している。
データベース d4PDFを用いることで、これまでサンプ
ル数が少ないために研究の対象とならなかった事例につ
いての評価が可能となる。現在、日本域気候モデルの結
果を用いて、発生頻度のかなり低い豪雪についての評価
やライフタイムの短い事例についての評価を進めている
ところである。こうした地域的に興味深い事例は国内だ
けでも枚挙にいとまがないので、それぞれのケースにつ
いて解析を進めることで、科学的にも斬新な成果が今後
数多く得られるものと期待できる。

4.	 想定される波及効果
冒頭に述べたように、本課題で創出したデータベース

（d4PDF）は、防災研究を始め広く適応策策定に向けた影
響評価、政策決定作業に用いられることを想定している。
本データベースは、政府各機関が一貫性のある適応策を
実現するために活用する共通シナリオの候補になると期
待できる。上述の研究成果でも繰り返し強調したように、
多アンサンブルの実験出力データということが d4PDF の
最大の特徴である。一連の実験データを用いて統計的に
確度の高い論証を行うことが可能となり、施策決定のみ
ならず、気候研究においても科学的に価値のある成果が
数多く創出されるものと期待できる。

図 1 福岡における過去実験と将来実験における年最大日降水量
の発生頻度分布。横軸は降水量、縦軸が発生頻度。灰色陰
影と色付きの曲線がそれぞれ現在気候、将来気候。モデ
ルに与えた 6種類の温暖化状態についての結果を色別で
示してある。縦線はモデルが推定した 30年確率日降水量
で、▲は、観測データ（1901～ 2006年）に基づく 30年確
率日降水量（Gumbel分布、気象庁・異常気象リスクマッ
プ）である。現在 220mmの 30年確率日降水量が、将来は
300mm近くまで増大するという推定になっている。

図 2 熱帯低気圧の 10年あたりの通過頻度の将来変化。単位は台
風の数。上段は今回の実験の結果で、下段は従来の 12例の
アンサンブル実験（Murakami et al. 2012）の結果。
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After the release of the IPCC AR5, each country has started 
to make adaptation plans in response to climate change. A 
common scenario of climate change is needed by policymakers 
to prepare a consistent adaptation plan.  For this purpose, the 
AGCM-RCM system of the SOUSEI program (Program for 
Risk Information on Climate Change) was used to produce 
a sufficient number of ensemble experiments to provide 
probabilistic information on the occurrence of climatic hazards. 

This study used the AGCM with equivalent grid size of 
60km (MRI-AGCM3.2H), wherein the model output has 
been subsequently downscaled dynamically using a 20km 
resolution regional climate model (NHRCM20) around the 
Japanese Archipelago.  Three sets of calculation have been 
done: (1) historical experiment over a 60-year integration 
period, (2) natural experiment over the same period, and (3) 
future experiment under the RCP8.5W scenario around the end 
of this century (i.e. 4-degree increase scenario). The ensemble 
run was conducted adopting different SST conditions.  The 
perturbation is partly caused by uncertainties from the accuracy 
of observation data. It is clearly shown that a hundred ensembles 
have the potential to produce PDF of even extreme events.

Within this research period, all the planned experiments have 
been done.  Hereafter the dataset is called d4PDF.

Figure 1 shows the annual maximum daily precipitation, 
and the thirty-year return periods of precipitation amount at 
Fukuoka.  There is good agreement between the observed value 
(triangle) and the estimated value (broken line).  This suggests 
the potential applicability of this dataset to end users who are 
interested in their own province.

Figure 2 indicates the change in the tracks of tropical 
depressions over the world.  While the results from d4PDF look 
qualitatively similar with existing results consisting of fewer 
ensemble numbers, the d4PDF results look more accurate due 
to the suffi cient number of ensemble experiments.  The smooth 
distribution suggests that it can be used in very local impact 
studies.
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Fig. 1 PDF of annual maximum daily precipitation obtained from 
d4PDF for the present climate (gray line) and for the future 
climate using 6 different SST patterns derived from the CMIP5 
experiments (colored lines).  The thirty-year return periods of 
precipitation are also shown as vertical lines with the present 
value indicated by the broken line.  The black triangle is the 
value estimated from observation (1901-2006).

Fig. 2 Change in the tracks of all tropical depressions from (upper) 
d4PDF, and (lower) existing results of 12 ensemble runs 
(Murakami et al., 2012). The change is expressed in terms of 
number of tropical depressions for (upper) every 10 years, or 
(lower) every 25 years.
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Using the datasets (d4PDF), it is now possible to estimate an 
extreme meteorological phenomenon and conduct a statistical 
analysis.  Henceforth, many innovative researches would be 
done using d4PDF.
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1.	 研究の目的と意義
日本に接近する台風への社会の関心は高い。特に台風
による自然災害は社会・経済活動に深刻な影響を与える
ことから、その軽減のために台風の進路や強度の予測精
度向上は常に社会から求められている。このような中、
気象庁現業モデルの台風進路予測の誤差はこの十数年で
ほぼ半減した一方で、強度予測の精度向上は小さく、大
きな課題となっている。この原因の一つとして、モデル
の水平解像度（2015年現在 20km）が粗すぎることが指摘
されているが、水平解像度を高めて予測精度を向上させ
るためには、非静力学モデルの使用、解像度に見合った
物理過程スキームの開発等を行い、全般的な気象予測お
よび台風予測に含まれる系統的なバイアスを低減する必
要がある。これまで、高解像度モデルは計算機負荷が大
きいため、シミュレーションの事例数が厳しく限定され、
系統的なバイアスを特定するに至っていなかった。
本研究では、全球モデルを 7kmに高解像度化し 5日先

までの台風予測実験を実施する。得られた実験結果に対
し、気象庁ベストトラック解析データを用いた検証及びモ
デル間の相互比較を行い、台風予測精度を定量的に評価す
るとともにマルチモデルアンサンブル予測の有効性を検
証する。これにより、以下の成果を得ることが期待できる。

• 高解像度化することによる台風予測への効果、特に
既存のモデルにも含まれているモデル固有の系統誤

差の理解
• モデルの調整及び感度実験の実施による、台風予測
改善に向けたモデル改良のための知見の獲得

• 膨大な出力データを効率的に解析・研究する手法の
確立

• 将来の気象庁現業モデル力学コアを選択する際の、
参考となる技術情報の提供

本研究で得られる成果や知見は、計算機科学や大気科
学の研究の進展に貢献するだけでなく、将来の気象庁高
解像度現業数値予報モデルの開発に直接的・間接的に貢
献することが期待でき、それによる気象庁モデルの台風
予測改善を通じ、自然災害による被害軽減につながる。

2.	 研究内容
本研究では、地球シミュレータ（ES）において、2013

年 9-10月にかけて日本に接近・上陸した台風を対象とし
た 52初期時刻の 5日予測実験を実施し、複数の高解像度
モデルによる台風予測の評価を実施した。
使用したモデルは以下の通り（詳細仕様は表 1参照）。
• 気象研究所が現業モデルをベースに二重フーリエ
級数展開を用いて高速化した非静力学全球モデル
（DFS）

• 海洋研究開発機構（JAMSTEC）、東京大学及び理化
学研究所が開発した正 20面体格子モデル（NICAM）

複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風予測実験

課題責任者

竹内　義明 気象庁気象研究所　研究調整官

研究分野

大気・海洋分野

表 1　各モデルの仕様

DFS GSM MSSG NICAM

空間分解能 7km 20km 7km 7km

格子 リデュースド等緯度格子 リデュースドガウス格子 有限差分法 有限体積法

力学フレーム 二重フーリエ級数を基底とす
る非静力学スペクトルモデル

球面調和関数を基底とする
静力学スペクトルモデル

陰陽 正二十面体

雲物理 Smith (1990) Smith (1990) Onishi&Takahashi (2012) Tomita (2008)

積雲対流 Randall&Pan (1993) Randall&Pan (1993) - -

大気境界層 MY2 (Mellor&Yamada, 1974, 
1982)

MY2 (Mellor&Yamada, 1974, 
1982)

MYNN2.5 (Nakanishi&Niino, 
2004, 2006, 2009)

MYNN2 (Nakanishi&Niino, 
2004, 2006, 2009)

放射 JMA (2013) JMA(2013) MSTRN-X MSTRN-X

Yabu (2013) Yabu (2013) (Sekiguchi& Nakajima, 2008) (Sekiguchi& Nakajima, 2008)

陸面・海面 SiB (JMA,2013) SiB (JMA,2013) バケツモデル
（3次元海洋）

MATSIRO 
(Takata et al. 2003)
海面熱収支

接地境界層 Louis (1982)
Miller （1989海・不安定）

Louis (1982) 
Miller （1989, 海・不安定）

Zhang & Anthes (1982) Louis (1982)
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• JAMSTECが開発した陰陽格子モデル（MSSG）
• DFSと同じ物理過程で水平解像度のみ 20km相当に
変えたモデル（GSM）

また、評価に利用した台風中心位置及び中心気圧につい
ては、気象庁ベストトラックデータ（以下、「ベストトラック」
という。http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/ rsmc-hp-
pub-eg/trackarchives.html）を使用した。
さらに、予測実験の実施に際し、DFSを ESへ移植した

ほか、各モデルについて最適化作業を実施して、計算の
高速化やデータ出力の効率化を図った。加えて、大容量
出力データを効率的に解析・可視化する手法に関する研
究も実施した。
実施体制は表 2の通りである。

表 2　実施体制
分担項目 担当者 所属

総括 竹内義明 気象庁気象研究所
DFS移植、実験 吉村裕正 気象庁気象研究所予報研究部
NICAM実験 中野満寿男 海洋研究開発機構

MSSG実験
大西領
渕上弘光
佐々木亘

海洋研究開発機構
（株）NEC情報システムズ
海洋研究開発機構

実験設計
上記 5名
＋和田章義
川合秀明、新藤永樹

気象庁気象研究所台風研究部
気象庁気象研究所気候研究部

統計的検証、
事例検証

那須野智江
沢田雅洋、山口宗彦
入口武史、杉正人

海洋研究開発機構
気象庁気象研究所台風研究部
気象庁気象研究所気候研究部

簡易可視化解析 川原慎太郎 海洋研究開発機構

3.	 研究成果
表 3に本研究で実施した 52初期時刻、その時刻に存在

した台風の対応、及びモデル計算の可否を示す。NICAM
については、陸面過程の計算部分での不具合により 11初
期時刻について計算ができなかった。以下、結果の概要
を記載し、キーセンテンスに下線を付す。

表 3　実験に用いた初期時刻、存在した台風、およびモデル毎の計算可否

初期時刻・モデル
存在した台風
（ベストトラックデータ、斜字は熱低、斜太字は温低）

DFS GSM MSSG NICAM

1 2013年 9月 12日 0000UTC 18 ○ ○ ○ ○
2 2013年 9月 12日 0600UTC 18 ○ ○ ○ ○
3 2013年 9月 12日 1200UTC 18 ○ ○ ○ ○
4 2013年 9月 12日 1800UTC 18 ○ ○ ○ ○
5 2013年 9月 13日 0000UTC 18 ○ ○ ○ ○
6 2013年 9月 30日 0000UTC 21、22、23 ○ ○ ○ ○
7 2013年 9月 30日 0600UTC 21、22、23 ○ ○ ○ ×
8 2013年 9月 30日 1200UTC 21、22、23 ○ ○ ○ ○
9 2013年 9月 30日 1800UTC 21、22、23 ○ ○ ○ ○

10 2013年 10月 1日 0000UTC 21、22、23、24 ○ ○ ○ ○
11 2013年 10月 1日 0600UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
12 2013年 10月 1日 1200UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
13 2013年 10月 1日 1800UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
14 2013年 10月 2日 0000UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
15 2013年 10月 2日 0600UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ○
16 2013年 10月 2日 1200UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ○
17 2013年 10月 2日 1800UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
18 2013年 10月 3日 0000UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ○
19 2013年 10月 3日 0600UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ○
20 2013年 10月 3日 1200UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ○
21 2013年 10月 3日 1800UTC 22、23、24 ○ ○ ○ ×
22 2013年 10月 4日 0000UTC 23、24 ○ ○ ○ ×
23 2013年 10月 9日 0000UTC 24、25、26 ○ ○ ○ ○
24 2013年 10月 9日 0600UTC 24、25、26 ○ ○ ○ ○
25 2013年 10月 9日 1200UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
26 2013年 10月 9日 1800UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
27 2013年 10月 10日 0000UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
28 2013年 10月 10日 0600UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
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3.1	 台風強度予測
図 1に台風強度（中心気圧）の検証結果を示す。水平

解像度 7kmのモデルはいずれも GSMと比べて台風強度
をよく再現していた。具体的には GSMは予測 1日後に
既に台風の強度を十分に再現できず、それ以降弱めに予
測する特徴を有していたのに対し、高解像度モデルはよ
り台風を強めに予測するようになった。DFSについては
GSMとは逆に台風強度をベストトラックより強めに予測
する特徴を有していた。特に DFSと GSMはほぼ同じモ

デル仕様であることから（表 1）、図 1に示された結果は、
水平解像度の高解像度化により台風強度予測、特に台風
の発達予測が改善されることを示唆する。
図 2に、各モデルの強度予報の特徴を調べるため、ベ

ストトラックと各モデルの中心気圧の予報値の散布図を
示す。GSMは 950hPa以下に低下する事例はほぼ再現でき
ていないのに対し、水平解像度 7kmの 3つのモデルでは
より低い中心気圧を再現している。DFSは 920hPa以下に
低下する事例を再現することがあるが、予報 3日目以降
に過発達している事例が顕著で、ベストトラックでは見
られない 900hPaを下回るものもあった。MSSGは 930hPa
前後まで再現し、他のモデルに比べて予報 1日目で過発
達している事例が多い。NICAMは DFS、MSSGと比べて
極端な低下をする事例が少なく全体的にばらつきが小さ
いものの、940hPa以下に低下する事例は十分に再現でき
ていないことが分かる。
各事例に対する強度の再現性の共通点・相違点を調べる

ため、生涯最大強度（最低気圧）と最大気圧低下率、それ
らに達したタイミング（ベストトラックとのずれ）を表 4
に示す。事例ごとに見ると、台風第 18号（NICAMを除く）
や第 23号では最大強度は過発達な一方、台風第 24号や
第 28号でのそれは発達が不十分である。最大気圧低下率
のタイミングは、台風第 24号はどのモデルもベストトラッ
ク解析よりも早く、そのほかの事例はモデル間のばらつ
きが大きい。最低気圧に達するタイミングはベストトラッ

初期時刻・モデル
存在した台風
（ベストトラックデータ、斜字は熱低、斜太字は温低）

DFS GSM MSSG NICAM

29 2013年 10月 10日 1200UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
30 2013年 10月 10日 1800UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
31 2013年 10月 11日 0000UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
32 2013年 10月 11日 0600UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
33 2013年 10月 11日 1200UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
34 2013年 10月 11日 1800UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
35 2013年 10月 12日 0000UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
36 2013年 10月 12日 0600UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
37 2013年 10月 12日 1200UTC 25、26 ○ ○ ○ ○
38 2013年 10月 17日 1200UTC 26、27 ○ ○ ○ ○
39 2013年 10月 17日 1800UTC 26、27 ○ ○ ○ ○
40 2013年 10月 18日 0000UTC 26、27 ○ ○ ○ ○
41 2013年 10月 18日 0600UTC 26、27 ○ ○ ○ ○
42 2013年 10月 18日 1200UTC 26、27 ○ ○ ○ ×
43 2013年 10月 18日 1800UTC 27 ○ ○ ○ ○
44 2013年 10月 19日 0000UTC 27、28 ○ ○ ○ ×
45 2013年 10月 19日 0600UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
46 2013年 10月 19日 1200UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
47 2013年 10月 19日 1800UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
48 2013年 10月 20日 0000UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
49 2013年 10月 20日 0600UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
50 2013年 10月 20日 1200UTC 27、28 ○ ○ ○ ×
51 2013年 10月 20日 1800UTC 27、28 ○ ○ ○ ○
52 2013年 10月 21日 0000UTC 27、28 ○ ○ ○ ○

図 1 2013年台風第 18, 22, 23, 24 26, 28号に関する 65ケースの
台風（NICAMは 45ケースの台風）の台風強度予測結果か
ら計算された気象庁ベストトラックからの中心気圧差の平
均値及び標準偏差のモデル毎の時系列。
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ク解析に比べてほぼ全事例、全モデルで遅れており、共
通している（MSSGの台風第 23号を除く）。このように、

複数の事例を見ることで事例ごとの特徴を理解でき、か
つ各モデルの得意・不得意な点を明らかにできる。

図 2　ベストトラック解析（横軸）と各モデル（縦軸）の中心気圧の散布図。色の違いで予報時間の違いを表す。

表 4 各モデルにおける生涯最大強度と最大発達率の再現性。
 セル内の数字は上から生涯最低気圧（Pmin：hPa）、最大気圧低下率（dPmin：hPa/day）、ベストトラックに対する生涯最低気圧（hPa）

に達した日時に対するラグ（hour）、最大気圧低下率に対するラグ（hour）。

# GSM DFS MSSG NICAM Besttrack 事例の特徴
T1318 5 987.3

-10.8
12.0
0.0

952.5
-27.6
9.6
8.4

938.6
-37.7
12.0
-21.6

965.6
-18.5
18.0
0.0

960
-25

モデル間のばらつき
やや大きい。Pminの
差は NICAMが最も
小さい。

T1323 9 974.0
-7.7
28.0
4.0

919.2
-38.0
19.3
6.7

954.1
-21.4
-13.3
-16.7

949.9
-22.6
21.3
-10.0

960
-15

GSM以外は過発達、
dPminも大き過ぎる。
MSSG だ け Pmin の
タイミング早い。

T1324 5 993.7
-3.1
-18.0
10.8

942.2
-30.1
21.6
-15.6

974.6
-29.5
14.4
-6.0

971.7
-18.3
20.4
-2.4

935
-35

どれも弱め。発達
開始は早い。Pmin, 
dPminの差は DFSが
最も小さい。

T1326 15 962.6
-13.7
36.0
7.2

902.1
-55.5
22.8
6.8

935.6
-44.0
18.0
-23.2

951.8
-19.5
33.6
-10.4

930
-40

モデル間のばらつき
大きい。Pmin, dPmin
の差はMSSGが最も
小さい。

T1328 7 997.0
-2.6
31.7
-18.9

940.0
-37.7
40.3
16.3

961.4
-23.8
30.9
-0.9

967.6
-18.5
45.4
30.9

905
-70

どれも弱め。dPmin
も小さい。眼の水平
スケールが小さく、
難しい事例

モデル
の特徴

Pminに至るタイミン
グ遅い、弱め、dPmin 
小

Pminに至るタイミン
グ遅い、過発達傾向、
dPmin 大

dPminに至るタイミ
ング早い

Pminに至るタイミ
ング遅い、dPmin小
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3.2	 台風進路予測
図 3に台風進路（中心位置）予測の検証結果を示す。

解像度に依らず、どのモデルも南西方向のバイアスをもっ
ていたことが分かる。この結果は、モデルの高解像度化
が必ずしも台風進路予測の精度向上に資するわけではな
いことを示唆している。
南西方向へのバイアスの事例依存性を示すため、予測 5

日目での中心位置の差を各台風事例で示す（図 4）。予測
された経路は南西側にバイアスを持っているものが多い
が、事例依存も大きいことが分かる。例えば、台風第 18
号はどのモデルにおいても南西方向に 10度以上ずれてい
るが、台風第 23号、25号については南西方向へのバイア
スは見られない。また、GSMと高解像度モデルの結果に
大きな差がみられないことから、進路予測の向上には高
解像度化以外の要因（初期値化や物理過程の改良）が重
要であることが示唆される。

3.3	 台風事例毎の特徴
ここでは個別の台風について、経路及び中心気圧に加
え、台風の内部構造、特に台風中心へ向かう流入（イン
フロー）層の厚さ、最大風速半径、温暖核の大きさ及び
高度、台風中心から遠ざかる流出（アウトフロー）層に
着目することにより、各モデルで表現し得る台風構造の
特徴を詳細に考察する。

3.3.1	 2013 年台風第 18 号
2013年台風第 18号の予測実験の結果を図 5に示す。経

路予測について、MSSGのみ西進バイアスが顕著であっ
たものの、大部分のケースにおいて、転向位置の予測は
妥当であった。しかしながら転向後は、各モデル及び初
期値によるばらつきが大きかった。
中心気圧に関しては、MSSGは過剰に中心気圧を深め
る傾向にあった。一方、DFSおよび NICAMはほぼベス
トトラックに近い中心気圧を再現した。ただし台風が北
緯 30度付近に達した 9月 15日の中心気圧の急降下につ
いては、再現できなかった。GSMはほとんど中心気圧を
深めていなかった。

2013年台風第 18号の予測実験で得られた軸対称平均動
径風及び接線風分布の例を図 6に示す。モデルの物理過

図 3 2013年台風第 18, 22, 23, 24, 26, 28号に関する 65ケース
（NICAMは 45ケース）の台風進路予測結果のベストトラッ
クに対する中心位置差の平均（丸、四角、三角、バツ印）
及び標準偏差（エラーバー）のモデル毎の 6時間毎の時系
列（原点から最も離れている点が 120時間予測に対応）。

図 4 図 3の FT=120における中心位置差の平均値を各台風事例
に分けたもの（2013年台風第 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28号）。
数字は各台風番号、色で各モデル結果を示す。横軸は経度、
縦軸は緯度方向の差。

(a)

(b)

図 5 2013年台風第 18号に関する５初期値の台風予測結果。(a)
平均経路及び標準偏差、(b)平均中心気圧及び標準偏差の
時系列。黒線及び黒丸はベストトラック。
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程の設定が同じである DFS（図 6a）と GSM（図 6b）を
比べると、対流圏下層での動径成分で表される台風中心
への流入、接線風速の大きさ及び最大となる半径、対流
圏上層に見られる台風中心から外へ向かう動径風の表現
について大きな差が見られ、高解像度化によってより現
実的な台風の構造が再現されていることが分かる。

DFS（図 6b）、MSSG（図 6c）、NICAM（図 6d）は同じ
水平解像度であるにも関わらず、その軸対称構造は大き
く異なる。MSSG（図 6c）では大気境界層における動径
風の流入がもっとも強く、またその層は厚い。接線風速
や対流圏上層での台風中心から外側へ向かう動径風も強
く、またその層厚も非常に厚い。NICAM（図 6d）の結果
は GSMに近く、比較的中心から離れたところに接線風の
最大が見られ、DFSやMSSGに比べ最大風速半径が大き
い。このように非静力学系モデルで水平解像度が同じで
あっても、物理過程などの仕様が異なることにより、シ
ミュレートされる台風の構造に大きな違いが見られるこ
とが明らかとなった。

3.3.2	 2013 年台風第 26 号
事例による共通点と相違点を述べるために、台風第 18

号と同様に発生後北西進し、転向後北東進した 2013年台
風第 26号の結果を示す。台風第 18号と異なり、南西バ
イアスが顕著で、どのモデル、どの水平解像度において
も共通して見られた。また、MSSGが台風第 18号の場合
とは異なり東寄りの経路を示している（図 7a）。
台風中心気圧についても台風第 18号と異なる特徴が見

られる。MSSGが発達期に中心気圧をやや過剰に深めて
いる点、DFSが最発達期を超えて過剰に中心気圧を深め
ている点が顕著である。一方で NICAMの中心気圧の変化
傾向は GSMの変化傾向と類似しており、その変化率がよ
り大きいという特徴が見られた（図 7b）。
図 8に軸対称平均動径風及び接線風分布の例を示す。台

風第18号の場合と同様、DFSとGSMの構造の違い（図8a, b）
や、MSSGの大気境界層における動径風流入層及び対流圏
上層における動径風流出層の層厚が厚い特徴（図 8c）が
見られる。接線風速の分布、特に最大接線風速半径の位置

(a) (b)

(c) (d)

図 6 2013年９月 13日 0000UTC初期値、48時間後の軸対称平均動径風（コンター、太線は外側、破線は内側へ向かう流れ。間隔は
4m/s 及び 2m/s。）及び接線風（シェード）。(a)DFS、(b)GSM、(c)MSSG、(d)NICAM。
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について、DFSとMSSGは整合しているが NICAMではよ
り外側に見られ（図 8d）、これも台風第 18号の結果にも

見られた特徴である。このように、台風の構造には台風事
例に依らずモデル毎の特性が共通して見られる。

(a) (b)

図 7 2013年台風第 26号に関する 12初期値の台風予測結果。(a)平均経路及び標準偏差、(b)平均中心気圧及び標準偏差の時系列。黒
線及び黒丸はベストトラック。

(a) (b)

(c) (d)

図 8 2013年 10月 10日 1200UTC初期値、72時間後の軸対称平均動径風（コンター、太線は外側、破線は内側へ向かう流れ間隔は
4m/s 及び 2m/s。）及び接線風（シェード）。(a)DFS、(b)GSM、(c)MSSG、(d)NICAM。
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3.4	 可視化・ビッグデータ処理
海洋研究開発機構・地球情報基盤センターでは、可視

化結果の並列表示によるモデル間比較を目的とした二種
類のWebアプリケーションを開発した。一つは、可視化
ソフトウェア GrADSによって別途用意した可視化結果を
HTML上で並列表示するための Javaアプリケーションで
ある。本アプリケーションでは、表示する物理量やモデ
ルの表示順をプルダウンメニューにより変更することが
できる。今回、各モデルの結果を並列表示できるように
設定し、結果の簡易比較をGUIで行えるようにした（図 9）。
モデル別あるいは全モデルの時間発展のアニメーション

表示も可能であり、詳細で定量的な比較を行う前の俯瞰
的な比較に適した可視化ツールといえる。
もう一つは、Google Earth用ボリューム可視化ソフト
ウェア VDVGEによる可視化結果を並列表示するための
Webアプリケーションである。本アプリケーションでは、
Google Earth APIを用いてWebブラウザ内に複数の Google 
Earthを表示し、その上に可視化結果をオーバーレイ表示
する（図 10）。図 9に示したものと同様に、時間発展のア
ニメーションができるだけでなく、三次元的な視点の変更
を可能とした。これらのアプリケーションの開発により、
視覚的なモデル間比較を容易とするだけでなく、各モデル
に特有な現象の表現や物理量の特徴の把握が実現できる。

図 9　簡易モデル結果比較Webアプリケーションによる表示例。例として、海表面気圧、海表面風速、降水量を表示している。

図 10 VDVGEと Google Earth APIを利用したWebアプリケーションによる表示例。2013年台風第 18号の OLRを表示している。
Google Earth API を用いてインタラクティブな視点位置の変更ができる。
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3.5	 成果創出の加速について
本課題により、これまで限られた事例でしか行えなかっ

た高解像度の全球モデルについてまとまった事例数での
実験を実施でき、台風強度・進路の系統誤差を統計的に
評価できたこと、高解像度化の台風強度精度向上への明
らかな効果を確認できたこと、台風の事例依存性を確認
できたこと、台風強度に密接に関係している台風の詳細
構造のシミュレーションデータセットを作成できたこと、
何よりこれらを気象庁および海洋研究開発機構の複数の
高解像度全球モデルで条件を揃えて実施できたことによ
り、気象庁のモデル開発に資する気象研究所中期研究計画
の促進とともに、海洋研究開発機構の中期目標・中期計
画で行うモデルの改良にも大きく寄与するものとなった。

4.	 想定される波及効果
複数の次世代全球高解像度（水平解像度約 7km）大気
モデルによる台風予測が実現したことにより、大気科学及
び計算機科学の側面で新たな進展を得た。2013年 9-10月
の台風事例に限定されるものの、水平解像度高解像度化に
よる台風強度予測の精度向上が見込まれるという本課題
で初めて得られた成果は、次世代台風予報及びそれにかか
わる情報の改善に貢献することが期待される。高解像度
化モデルにおける台風発達プロセスの解明や、進路予測
の系統誤差の原因究明と改善は、科学的な観点からも重
要な課題であり、引き続き詳細な研究を行う必要がある。
さらに、次節で示す技術支援により次世代全球高解像度

（水平解像度約 7km）大気モデルが高速化されたことは特
筆すべき成果である。最先端の計算機科学の知見を大気モ
デルの高速化へ適用し、計算機コストを軽減した実績は、
高速化の知見を今後の研究や将来の現業モデルの開発を
加速すると期待される。加えて可視化・ビッグデータ処
理技術の開発・適用により、計算された台風の移動・強化・
構造変化過程を科学的に解明することが容易となるだけ
でなく、各モデルの改善にも資する。以上、今回新たに得
られた科学・技術的知見は、大気科学・計算機科学のコミュ
ニティに対して有益であり、防災上重要となる台風の予
測を通じて、社会に還元されることが期待される。
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1. Introduction
Three nonhydrostatic global atmospheric models have 

ever been developed in each research group for each purpose 
in Japan. We expect that a future operational high resolution 
nonhydrostatic NWP model will be realized in early 2020s. The 
main objective of the project “Global 7-km mesh Nonhydrostatic 
Model Intercomparison Project for Improving Typhoon 
Forecast” (TYMIP-G7) is to statistically quantify and understand 
the advantage of high-resolution global atmospheric models 
on the improvement of 5-day tropical cyclone (TC) track and 
intensity forecasts, aiming at the improvement of 5-day TC track 
and intensity forecasts. We statistically evaluated errors of TC 
forecasts based on Regional Specialized Meteorological Center 
(RSMC) Tokyo best track data for gaining the advantages of 
the application of higher resolution model to TC forecasts using 
the results of the following three 7-km mesh nonhydrostatic 
atmospheric models (DFSM, MSSG, and NICAM) as well as a 

20-km mesh hydrostatic operational atmospheric model of JMA 
(GSM) for various targeted TC cases.

2. Experimental design
2.1 Targeted Cases

In this term, the targeted cases were selected from September 
to October in 2013 when the season was the most active TC 
season since 1951. We could calculate 52 runs for nine TCs 
(Table 1). Unfortunately, we detected some flaws in NICAM so 
that we could not implement some numerical experiments [1].

2.2 Models
We used three 7-km mesh non-hydrostatic global atmospheric 

models in TYMIP-G7. A Nonhydrostatic Global Spectral 
Atmospheric Model using Double Fourier Series (DFSM) 
has been developed in the Meteorological Research Institute 
(MRI) of JMA. Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment 
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(MSSG) has been developed in JAMSTEC. Nonhydrostatic 
ICosahedral Atmospheric Model (NICAM) has been developed 
in collaboration with JAMSTEC, the University of Tokyo and 
RIKEN Advanced Institute for Computational Science. In 
addition, we used the hydrostatic operational atmospheric model 
of JMA (GSM) with a horizontal grid spacing of approximately 
20 km as a baseline to quantify the advantage of higher-
resolution models (Table 2). 

The computational performance is one of the metrics to 
evaluate the operational numerical weather forecast model. DFS 
was optimized for the Earth Simulator at the beginning of this 
project so that the performance became approximately 4 times 
faster than before.

3. Results
In order to compare the results of numerical experiment 

among the four models visually and simultaneously, we have 
developed a Web application that allows to display multiple 

visualization results simultaneously (Fig. 1). The application 
enables us to make a comparison of numerical experiments 
among the four models more easily.

To quantify the advantages of high resolution on TC 

Table 1  List of the initial time for the experiment (Modifi ed from Nakano et al. [1])

Seq. # of cases
Initial time (6 hourly) Related typhoons Not available cases for 

NICAMStart time End time
1 – 5 2013/9/12 0000UTC 2013/9/13 0000UTC Man-yi 0 cases
6 – 22 2013/9/30 0000UTC 2013/10/4 0000UTC Wutip, Sepat, Fitow, Danas 8 cases
23 – 37 2014/10/9 0000UTC 2014/10/12 1200UTC Danas, Nari, Wipha 0 cases
38 – 52 2015/10/17 1200UTC 2015/10/21 0000UTC Wipha, Francisco, Lekima 3 cases

Table 2  Brief description of specifi cation for each global nonhydrostatic model. (Modifi ed from Nakano et al. [1])

DFSM GSM MSSG NICAM

Horizontal resolution 7 km 20 km 7 km 7 km

Horizontal Grid 
confi guration

Reduced linear equally-
spaced latitude grid

Reduced linear Gaussian grid Yin-yang grid Icosahedral grid

Number of grids in 
horizontal direction

8845592 1312360 11184128 10485760

Vertical coordinate Hybrid sigma-pressure 
coordinate

Hybrid sigma-pressure 
coordinate

Terrain-following coordinate Terrain-following coordinate

Vertical levels 100 (top:0.01hPa, bottom: 
999.0429 hPa (*1) (about 
8 m))

100 (top:0.01hPa, bottom: 
999.0429 hPa (*1) (about 
8 m))

55 (top: 40 km, bottom: 75m) 38 (top: 36.7 km, bottom: 
80 m)

Dynamical core Non-hydrostatic spectral 
model using double Fourier 
series

Hydrostatic spectral model 
using spherical harmonics

Non-hydrostatic grid model 
using fi nite difference method

Non-hydrostatic grid model 
using fi nite volume method

Time step (s) 200 400 Variable 30

Cloud physics Smith (1990) Smith (1990) Onishi & Takahashi (2012) Tomita (2008)

Cumulus convection Randall & Pan (1993) Randall & Pan (1993) Not used Not used

Planetary boundary 
layer

MY2 (Mellor & Yamada, 
1974, 1982)

MY2 (Mellor & Yamada, 
1974, 1982)

MYNN2.5 (Nakanishi & 
Niino, 2004,2006,2009)

MYNN2 (Nakanishi & Niino, 
2004, 2006, 2009; Noda et al. 
2010)

Radiation JMA (2013), Yabu (2013) JMA (2013), Yabu (2013) MstranX (Sekiguchi & 
Nakajima, 2008)

MstranX (Sekiguchi & 
Nakajima, 2008)

Land and ocean SiB (JMA, 2013) SiB (JMA, 2013) Bucket (Option: 3D ocean 
model)

MATSIRO (Takata et al. 
2003) Slab ocean model

Surface boundary 
layer

Louis (1982), Miller (1989, 
Ocean/ Unstable atmosphere)

Louis (1982), Miller (1989, 
Ocean/ Unstable atmosphere)

Zhang & Anthes (1982) Louis (1979)

(*1): full-level pressure when the surface pressure is 1000 hPa

Fig. 1 Screen capture of the Web application. OLR at 14 September 
2013, 10:00:00 UTC simulated in the experiments initialized at 
12 September, 2013 06:00:00 UTC is displayed. (After Nakano 
et al. [1])
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prediction, we examined the TC prediction with reference to 
RSMC Tokyo best track. Figure 2 shows the time series of 
the bias of central pressure with the standard deviations for 
each model. The errors of predicted central pressure in DFSM, 
MSSG and NICAM show relatively small bias compared with 
the error in GSM, respectively. Thus, global 7-km mesh models 
contribute to reduction in systematic positive errors of predicted 
central pressures. In addition, the diversity of the bias gives us 
the expectation on the advantages of the Multi Model Ensemble 
(MME) forecasts by using the results of the three models.

  In this study, the error of TC track prediction was also 
examined as well as that of TC intensity prediction. However, 
we could not clearly confi rm the advantages of high resolution 
model on TC track prediction.

4. Conclusions and Future works
We concluded that global 7-km mesh models contribute 

to reduction in systematic positive errors of central pressures 
predicted in GMS with a 20-km mesh for TCs travelling around 
and approaching to Japan in 2013 although we could not confi rm 
the advantages of high resolution model on TC track prediction.

In the next term of this project, we will extend the scope 
of model intercomparison to address a lifecycle of a TC such 
as genesis, rapid intensification, recurvature, extratropical 
transition in addition to Madden-Julian Oscillation (MJO) and 
Boreal Summer Intraseasonal Oscillation (BSISO) associated 
with TC genesis. In addition, we will quantify the advantages of 
MME approach on TC track and intensity forecasts.
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1.	 研究の目的と意義
台風などの熱帯低気圧の最大強度は海面水温によって
大きく規定される（たとえば Emanuel（1986, JAS）の最
大可能強度）。しかしながら、海面水温は海洋の熱エネル
ギーにかんする一側面と考えるべきで、むしろ海洋上部
の海水が持つ貯熱量のほうが本質的である。このことは
研究者の間では知られたことであったが、昨年のＮＨＫ
スペシャルで放映されたメガディザスター「スーパー台
風」で取り上げられ一般にも関心が高くなった。海洋上
部の貯熱量は、季節変化やエルニーニョ・ラニーニャな
どの海洋の長期変動、さらに地球温暖化などで変動する
が、その変動が台風、特に最も強いクラスの台風である
スーパー台風の強度変化にどのようなインパクトを与え
るかは未解明である。Haiyan（2013）やMegi（2010）な
どのスーパー台風に対して、海洋内部の水温上昇が関係
しているという指摘もあるが、明確な答えは得られてい
ない。そこで本申請課題では、これまでに整備してきた
非静力学大気海洋結合モデルを用いて、海洋上部貯熱量
の変動が台風の強度に与えるインパクトを明らかにする
ことを目的として、台風 Haiyan（2013）、Megi（2010）、
サイクロン Pam（2015）などのスーパー台風のシミュレー
ションとインパクト実験を実施する。
これらの熱帯低気圧は比較的低緯度に発生するもので
あるが、地球温暖化の進んだ未来では、日本付近の海
面水温は現在のその領域程度にまで達する。Tsuboki et 
al.（2015, GRL）は、今世紀末ごろには海面水温の上昇に
よりスーパー台風が日本付近に達することを示した。上
記の現在低緯度に発生するスーパー台風に対する海洋内
部のインパクトを明らかにすることは、将来の日本付近
の最強台風の強度予測の精度を上げることにつながるも
のである。また、海洋内部の温度変化を計算する結合モ
デルを用いて台風のシミュレーションをすることは、台
風と海洋の間の熱エネルギーの交換をより正確に計算す
ることになり、台風強度のより正確な予測につながるも
のである。さらに台風が海洋に与えるインパクトについ
ても調べることが可能になり、海洋の短時間変動の一つ
を明らかにすることにつながる。

2.	 研究内容
これまでの特別推進課題で整備した、放射過程を導入
した非静力学大気海洋結合モデルをもちいて、海底から

大気上端までを計算領域とした高解像度シミュレーショ
ンを実施する。このような結合モデルは国内では唯一で
あり、大気も海洋も非静力学系である結合モデルは世界
的にも他にはほとんど見当たらない。結合モデルを構成
する大気側のモデルは、名古屋大学地球水循環研究セン
ターで開発された雲解像モデル CReSSであり、海洋側の
モデルは海洋研究開発機構で開発された非静力学海洋モ
デル NHOESである。これらはともに純国産のモデルであ
り、地球シミュレータで開発されたモデルである。この
ため結合の親和性が高く、容易に任意の解像度での結合
が可能で、かつ地球シミュレータで効率の高い計算が可
能である。
本申請課題では、これまで実施してきた特別推進課題
でより明らかになってきた、海洋上部の貯熱量変動の台
風に対するインパクトに問題点をしぼり込んで研究を実
施する。2013年にフィリピンに甚大な被害をもたらした
スーパー台風 Haiyanや同様の台風Megi（2010）、さらに
2015年 3月に南太平洋のバヌアツに大きな被害をもたら
いしたサイクロン Pamを例として、結合モデルを用いて、
これらのシミュレーション実験を行いその再現性を検討
する。さらに同じような海面水温分布で貯熱量の異なる
海洋を用いて、貯熱量の変動の台風強度に与えるインパ
クトを調べる。
これらのシミュレーション実験で用いる海洋のデータ
は JCOPE2を用いる。近年の海洋のデータは JCOPE2に
より与えることができるが、1990年代まで遡って、海洋
のデータを与えることも検討しており、その場合は地球
シミュレータセンターの所有する OFESのアウトプット
データを利用する。

3.	 研究成果
3.1	 Cyclone	Pamの強度に対する海洋の影響
3.1.1	 はじめに

2015年 3月 9日 06UTCに南半球低緯度域（8S付近）
で発生した tropical stormは、その後 Cyclone Pamとして
発達しながら南西太平洋を南下し、3月 12日 18UTCには 
Category 5（Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale）まで勢力
を強めた。13日 12UTC頃、南太平洋島嶼国のバヌアツ共
和国域を通過し、首都ポートヴィラに最接近したのをは
じめ、同国に甚大な災害をもたらした。南西太平洋で観
測される tropical cyclone（TC）で Category 5に達する非常
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に強い TCは少なく（2010年の Ului以来）、Cyclone Pam
は興味深い事例である。本研究では Cyclone Pamの事例に
ついて数値モデルを用いて海洋の条件を変えた実験を行
い、Pamの強度（中心気圧）の時間変化を調べた結果を
報告する。海面水温（Sea Surface Temperature, SST）を通
じて台風強度に影響を及ぼす海洋の効果を調べるために、
SST固定および、一次元及び三次元の海洋モデルと結合
した大気海洋結合モデルを利用し、海洋結合・非結合の
数値実験を行った。これら実験での再現された Pamにつ
いての強度比較から、環境場、特に海洋の影響を考察する。

3.1.2	 モデル設定
数値実験には大気及び海洋の領域モデルを用いた。大
気は非静力雲解像大気モデル CReSS（Tsuboki, 2007）を用
いた。海洋結合実験では、一次元海洋結合実験（1D実験）
はモデルに海洋上層のみを扱う鉛直熱拡散方程式を解く
スラブモデル、三次元結合実験（3D実験）では大気海洋
結合モデルとして CReSS-NHOES（Aiki et al., 2015）を採
用した。大気の初期値・境界値として JMA/GSM-GPVを、
三次元海洋の初期値・境界値には、JCOPE2再解析値を利
用した。SST固定実験には JMA/MGDSST および JCOPE2
の最上層を SSTとして利用した。

Cyclone Pamは、twin cycloneとして発生し（もう一方は
北西太平洋の台風 T1503 Baviに発達）、発生時に赤道付近
低緯度域には強い西風が観測された。その後 Pamは南半
球の夏季の SSTの高い海上（10S-15S）をほぼ南に 10日
から 13日にかけて発達しながらゆっくり進み、以降加速
しながら 15日には 30S付近に到達した。これらの twin 
cycloneが約 1週間で移動しながら強度変化する様子をシ
ミュレーションするために、計算領域は 37.89S-13.29N, 
142.11E-74.57Wの広い領域をとり、twin cycloneとそれら
ができる環境を計算した。空間解像度は Cycloneを構成
する積雲を表現できる水平解像度 2kmで、格子数 3587×
2563、大気鉛直 67層のとした。実施した実験の条件につ
いて表 1にまとめる。実験は、3月 10日 06UTCを初期時
刻とした海洋結合・非結合の実験のほか、初期時刻によ
る強度の違いを見るために、計算開始時刻を前後± 6時
間ずらした実験も行った。それぞれの実験について 7日
積分を行った。

表 1　Cyclone Pam 数値実験設定

実験名・海洋条件 鉛直層 初期時刻
fi x SST surface (SST)のみ 2015/03/06 UTC

1D (slab ocean) 30m厚さ（60層） 2015/03/06 UTC

3D (CReSS-NHOES)
海底地形あり 100層
（鉛直 stretch座標） 2015/03/06 UTC

1D（放射あり RRTM） 30m厚さ（60層） 2015/03/06 UTC

1D -6 30m厚さ（60層） 2015/03/00 UTC

1D +6 30m厚さ（60層） 2015/03/12 UTC

3.1.3	 プログラム性能
本課題での計算は、海洋結合・非結合実験ともにフル

フラットMPI並列で実行し、地球シミュレータ（新 ES）

の 256から 1024ノードを実験に利用した。利用したノー
ド数と経過時間、ピーク性能比を表 2に示す。海洋結合
（1D）実験 256ノードの計算に対し、計算コスト的にほぼ
変わらない海洋非結合（fi x SST）実験 1024ノードの計算
においてもピーク性能が 10%近出ている。海洋の三次元
変動を計算するため計算コストが増える海洋結合（3D）
実験でも、7.36%と効率よく計算されている。一方、放射
コードは計算式の構造上ベクトル化できない部分が多く、
コストがかかるため性能を阻害する要因となっている。
表 2における 512ノード利用において 1D実験 256ノード
利用より性能が大きく落ちたのはこのためである。なお、
この Pamの計算では、放射コードの一部をインライン展
開、ベクトル化阻害部分を取り出して別ループでの処理、
ベクトル化できない部分に作業配列を利用したスカラ処
理を採用する、など新 ES向けチューニングを最大に行っ
たものを利用して実施している。

表 2　Cyclone Pam 実験ノード数・計算時間

実験名 ノード数 計算時間
（elapse	time）ピーク性能比

fi x SST 1024 10時間 51分 9.72%

1D (slab ocean) 256 31時間 40分 11.88%

1D（放射あり RRTM） 512 14時間 23分 6.26%

3D (CReSS-NHOES) 512 26時間 17分 7.36%

3.1.4	 結果
すべての実験において、積分開始後の 10日から 12日

にかけて、10S-12S域で Pamのゆっくりした南下とその
後速度を上げた南下をほぼ再現した（図 1）。Pamと赤道
をはさんで北半球にほぼ対称的に位置した台風 T1503が
発達する様子も再現された（図略）。10日 06UTCを初期
値とした結合・非結合実験（fi x SST, 1D, 3D）間では、経
路の違いはほとんど見られず、この 10日 06UTC開始が
最も観測に近く、積分期間全体を通して最も観測に近い
経路を再現した（最大東へ約 200 kmのずれ）。一方、初

図 1 大気海洋 1D/3D結合・非結合実験における Pamの経路。（計
算領域の一部分を拡大）。
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期時刻を -6時間、+6時間ずらした 1D実験では 10日
06UTC開始の経路よりさらに東に 200 kmずれた（図 1）。
中心位置の緯度を観測と比較すると、計算開始から 14日
00Zまで観測とほぼ同じ緯度に位置し、14日 12Zごろに
なると観測（24.5S付近）より 1度ほど北に位置し、以後、
観測より移動が遅れた。すべての実験の初期時刻で、Pam
の渦中心はほぼ同じ位置にあるが、Pamの再現において
用いた初期時刻の環境場のわずかな違いがその後の経路
に影響したことが示唆される。
図 2に観測と各実験の中心気圧の時間変化を示す。

NESDIS Tropical Cyclone Products,（http://www.ssd.noaa.gov/
PS/TROP/DATA/2015/tdata/spac/17P.html）によると、Pam
の中心気圧は発生の 10日頃の 980hPaから急速に低下し 3
月 13日には 17S, 169E 付近で 880 hPaの最低気圧を示した。
一方、放射を導入した 1D RRTM以外のすべての実験にお
いて、計算開始後の中心気圧の低下の傾向は観測とほぼ同
じ傾きで減少を示すが、気圧の低下は観測に約 1日遅れ
て現れ、計算期間中の最低気圧は 14日 06UTC頃に現れた。
経路が観測に最も近かった 10日 06Z初期値の実験間では、
海洋結合 3D実験で観測に近い最低中心気圧 885hPaを示
した。一方、SSTを初期時刻に固定した海洋非結合実験（fi x 
SST）では 850hPaに達し強くなりすぎるのに対し、上層
のみの海洋結合を扱う 1D実験では 900hPaと最低中心気
圧が弱まった。どの実験でも、計算初期（3/10～ 3/11）に
おいて、Pamは低緯度 10S 付近に位置し中心気圧 980hPa
からゆっくり低下しながら高い海面水温（SST）の領域を
移動し、この間の実験間の気圧差は小さい。その後（3/12
～ 3/14 12Z）、12S-23Sを移動しながら中心気圧は急低下
するに従い、海洋との相互作用により気圧低下の抑制が生
じ、結合（1D,3D）実験と非結合（fi x SST）実験間で差が
生じる。13日 00Z以降は、1D実験より 3D実験の中心気
圧が低い（サイクロンが強い）。SSTの分布をみると、3D
実験では初期に移動速度が遅い Pamの通過に伴う海洋下
層からの湧昇および混合による冷却が起こり、経路上（後
流部分）に SSTの低下が現れており、これが fi x SSTに比
べて強度抑制が起きた要因である（図略）。一方、経路上
に SST低下がみられない 1D実験より 3D実験の強度が強
い理由は、Pamの強度を決める中心域の SST分布及び海

洋からの熱供給（潜熱フラックス）が 3D実験では大きかっ
たことによる（図略）。また海洋内部の水温分布ついても
調べてみると、3D実験では熱帯低気圧の強度に影響する
と考えられている海洋貯熱量を決める水温 26度 Cの深さ
が経路上熱帯から 25S付近まで十分深かった（30m以上）。
これが、Pamにおいて海洋との相互作用があっても、バ
ヌアツ通過付近でもカテゴリ 5と Pamが十分強い強度を
保てた理由として考えられる。
なお、海洋結合 1D実験で放射 RRTMを 10分間隔で計
算した 1D RRTM実験では、他の実験に比べ気圧の低下が
弱く、Pamの再現性に問題があるため、今回の解析に用
いていない。放射過程と熱帯低気圧の強度の関係に関し
ては物理的な検証を必要とするため、今後の課題とする。

3.2	 台風Haitang（T0505）の高解像度（2km）大気
海洋結合実験

2005年に台湾に上陸し、台湾島上で一度南下する特徴
的な経路を取った台風 Haitang（T0505）について、1D, 
3D海洋結合実験を行った。この T0505の事例は、先行し
て行った 4km解像度での実験で、海洋結合による台風中
心気圧の抑制、通過経路上の SST低下のほか、台湾北東
岸および台湾海峡で T0505通過後に観測された沿岸湧昇・
上層混合による水温低下（Morimoto et al., 2009）を海洋結
合 3D実験で再現した（吉岡ほか , 2010年気象学会秋季大
会報告）。本課題では同実験設定で解像度を 2km にして実
験を行った。領域 18N-28N, 118E-135E（格子数 711× 483
× 67）で 7/15 00UTCより 10日積分を行った。

2kmの結合実験では、4km解像度での実験と同様、台
湾上陸時に一時南下する複雑な経路も含む期間全体の経
路を再現した（図 3）。中心気圧の時間変化をみると、最
低気圧の現れる時間は観測に比べて 1日遅れているが、
海洋結合 1D,3D実験においてほぼ観測に近い 920hPaを再
現した（図 4）。4km解像度の実験では、最低中心気圧は
2km解像度実験と同様に観測から 1日遅れるが、海洋結
合で 950hPa、非結合でも 940hPaと弱く再現された。これ
は初期値・境界値に用いた JMA RANAL（40km解像度）
が T0505をあまり強く表現していないことに起因すると

図 2 結合・非結合実験における Pam中心気圧時間変化。
図 3 台風 Haitang（T0505）の海洋結合実験における経路および

ベストトラック。
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考えていたが、用いる数 10kmの初期値・境界値で観測よ
り弱く表現されている台風でも、高解像度で実験にする
ことにより強度を観測に近く再現することができること
が今回の実験で示された。海洋結合実験で観測に近い経
路および強度の時間変化を再現できることは、観測され
る現実の台風の大気海洋相互作用を数値モデルによりメ
カニズムを調べるにあたっての有用性を示したといえる。

3.3.	 伊勢湾台風における放射過程のインパクト
3.3.1	 はじめに
台風の上空には巻雲が広がり、その水平スケールは数 

1000kmに及ぶ。このため、放射過程を適切に取り扱う
ことは台風の強度予測に非常に重要である。また、放射
過程は計算負荷が大きいため、一般的には数 10分に一
度の頻度で計算を行う。そこで、本研究では放射過程に
RRTM（Mlawer et. al, 1997）および MSTRN-X（Sekiguchi 
and Nakajima, 2008）を組み込んだ雲解像モデル CReSSを
用いて、放射過程が台風の強度予測に与える影響につい
て調べた。

3.3.2	 実験設定
対象とした事例は伊勢湾台風（T5915）と 2009年 14号

台風（T0914）である。CReSSの水平格子間隔は T5915に
対して 2km、T0914に対して 0.04度（約 4km）と 0.02度
（約 2km）で実施した。RRTMによる放射計算を行う間隔
を T5915に対しては 10分（R10）と 30分（R30）、T0914 
に対しては 5分（R05）、10分（R10）、15分（R15）とした。
MSTRN-Xによる放射計算の間隔はいずれも 10分（MR10）
として、実施した。また、それぞれの事例に対して放射計

算を行わない実験（NORAD）も実施した。初期・境界条
件には、T5915に対しては JRA-55を、T0914に対しては
GSM及びMGDSSTを用いた。表 3にそれぞれの実験にお
ける、計算格子設定と、使用ノード数、そして実行時間の
一覧を示す。積分時間は T0914については 5日間とした。
計算ステップ数は 0.04度格子実験で 108,000、0.02度格子
実験で 216,000となる。これに対して T5915の積分期間は
3日間で、計算ステップ数は 129,600である。なお、本計
算において、放射スキームコードの最適化を施す前に実施
したもので、特にMSTRN-X を用いた放射過程の計算を行
うと、非常に実行時間が大きくなることが分かる。

3.3.3	 結果
図 5に T5915実験における、中心気圧の時系列を示す。

NORADでは、9月 25日 06UTC以降、ベストトラックよ
りも 20hPa以上発達をしているのに対して、R10、R30では、
過発達傾向にはあるものの、その差は 10hPa未満に改善さ
れている。NORAと R10や R30とは雲氷の分布が大きく
異なっており、放射過程の計算を行うことにより、領域全
体に雲氷が広がった（図 6）。このため、地表面での正味
の放射量が NORADよりも少なくなり、台風周辺の SST
が RADよりもほぼ全領域で低くなった（図 7）。この SST
の低下が NORADと比較して台風の中心気圧が高くなっ
た原因の 1つと考えられる。図 8上は 9月 26日 0UTC の 
T5915の中心から 800kmまでの接線平均された正味の加
熱率の半径 --高度断面図を示す。台風壁雲とそこから吹
き出した上層雲の上部で負の加熱率、上層雲の下部と眼の
上部で正の加熱率となっていた。眼の中・下層および壁雲
領域外の下層で負の加熱率を示し、これらの領域で大気が
安定化していた。中心気圧の時系列は放射過程に RRTM
とMSTRN-X の間で、計算期間前半でほぼ違いが見られな

表 3 各計算の設定および実行時間（単位：時間）。# の列は使用したノード数を表す。ただし、T5915 における MR10 は 128ノードを
使用した。

格子間隔 次元 # NORAD R05 R10 R15 MR10

T0914 0.04° 387x483x67 8 5.5 18.5 10.7 9.0 ―
T0914 0.02° 771x963x67 16 20.5 39.8 31.5 28.0 47.5

T5915 2.0km 1539x1539x67 64 8.1 ― 10.5 ― 28.2

図 4 台風 Haitang（T0505）の中心気圧変化。海洋結合 1D,3D実
験、JMA RANAL中心気圧（初期値・境界値）およびベス
トトラックの値を示す。

図 5 T5915の中心気圧の時系列。黒丸を結んだ線はベストト
ラックを表す。太実線は NORAD、細実線と破線はそれぞ
れ、R10、R30 を表し、点線は MR10を表す。
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かったが、9月 25日 18UTC 以降約 5hPa、MSTRN-X の方が、
中心気圧が高く推移した（図 5）。放射加熱率を比較する
と（図 8）、MSTRN-X の方が上層の正の加熱率の領域が広
がっていた。また、眼上部の正の加熱率の領域が RRTM 
と比較して高い位置に分布していた。

T5915において、最低中心気圧と最大地上風速は R10 
と R30、そしてMR10の間でほぼ同じであった。放射過
程を入れることにより、中心気圧約 15hPa上昇し、地上
風速約 4m/s 弱くなった（表 4）。これに対して、T0914で
は、水平格子間隔 0.04度の実験で、最も中心気圧の高い 
R05と最も低い R15では約 10hPaの差が見られた（表 5）。
NORADとの比較では、最も発達した R15と比較しても
約 20hPa放射過程を入れることで弱くなった。MSTRN-X 
を用いて 10分間隔で計算した結果（MR10）は R15と同
程度の結果を示した。水平格子間隔を 0.02度にした実験
では、R10からR15の間に見られた差がやや小さくなった。
このように、T0914 では、水平格子解像度や放射計算間隔
依存性が見られた。T5915 でこのような依存性が見られな
かったのは、上層の氷晶雲が非常に広範囲に広がってい
たため、T0914 と比較して、水平的にほぼ一様な放射特性
を示たためと考えられる。

図 7 T5915 実験において、台風中心から 500kmまでの接線平均
された、SST の R10 と NORAD の差の時系列。等値線の間
隔は 0.1 ℃。陰影は R10 の方が低いことを示す。

図 6 T5915 実験における、鉛直積算雲氷混合比の R10と 
NORADの差。等値線は 0.05kg/m2間隔。陰影は R10の方
が多いことを示す。図中黒丸は台風中心を表す。

図 8 T5915 実験において、台風中心から 800km までの接線平均された、正味の放射加熱率（カラー）。黒太線は雲の輪郭を示す。灰
色の実線は温位を表し、青破線は放射なし実験における温位を表す。水色と青色の実線はそれぞれ雲氷と固体凝結物質（雲氷、雪、
霰）が 1× 10-5 kg/kg の等値線を表している。

表 4　T5915 の各実験における、最低中心気圧と最大地上風速。

NORAD R10 R30 MR10

最低中心気圧（hPa） 891.6 907.1 905.9 904.8

最大地上風速（m/s） 64.1 61.2 60.2 61.8

表 5 水平格子間隔 0.04度の T0914 の各実験における、最低中
心気圧と最大地上風速。

NORAD R05 R10 R15 MR10

最低中心気圧（hPa） 912.9 940.5 941.4 932.9 931.3

最大地上風速（m/s） 63.1 56.6 54.5 58.9 58.6
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3.3.4	 まとめ
放射過程が台風の強度予測に与える影響を調べるため、

放射過程に RRTM と MSTRN-X を導入した CReSS を用い
て、格子解像度および放射計算間隔依存性について調査
を行った。T5915 では放射計算間隔にあまり依存性がな
かったのに対して、T0914 では格子解像、放射計算間隔い
ずれにおいても、結果が異なった。今後、これらの要因
及び適切な設定について明らかにしたい。

4.	 想定される波及効果
大気に比べて海洋の変化はゆっくりであるため、数日
単位の短時間スケールの現象については、海洋の時間変
化はないものとして、多くの計算が行われてきた。台風
のように海洋の影響を強く受ける現象についても、同様
にその変化は考慮されていないことが多い。本研究の一
連の実験で、海面水温を初期値に固定した場合、現実と
極めて異なる台風強度となることが示された。海洋は少
なくとも 1次元、理想的には 3次元の計算が台風の強度
予測には不可欠である。特に雲解像モデルを用いた高解
像度の台風シミュレーションにおいても、海洋のプロセ
スのインパクトが大きいことが示されたことは、今後の
台風シミュレーションでは、海洋のプロセスのないシミュ
レーションは信頼性が低いことを示しており、海洋の計
算が不可欠であることが認識される。

放射過程において、RRTMとMSTRNの 2つを検討し、
特別推進課題のサポートによりそれらの最適化を実施し
た。これらのコードは、雲解像モデル CReSSだけでなく、
他のモデルでも用いられている。本研究課題で実施した
これらの放射コードの新 ESにおける高速化は、これらの
放射コードを用いている数値モデルにおいても同様に高
速化が可能であり、多くのモデルに資する重要な結果で
ある。
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1. Introduction
The maximum intensity of tropical cyclones is strongly 

dependent on the upper ocean heat content (UOHC) as well 
as the sea surface temperature (SST). Since a tropical cyclone 
decreases the temperature of the upper ocean layer by the 
mixing and upwelling, UOHC may more essential than SST. 
It is, however, unknown the relationship between UOHC 
and typhoon intensity. In particular, the impact of the UOHC 
on intense typhoons is important problem because changes 
of intense typhoons have a large impact on the East Asian 
countries. In the present study, using the coupled atmosphere 
ocean model, the Cloud Resolving Strom Simulator and the 
Non-hydrostatic Ocean model for the Earth Simulator (CReSS-
NHOES), the impact of UOHC on the typhoon intensity is 
studied. We performed simulation experiments of the very 
intense cyclone Pam (2015) to examine the effect of the UOHC 
on the tropical cyclones. These intense tropical cyclones 
develop in the lower latitude in the present climate. On the other 
hand, such intense typhoons will reach the md-latitude including 
Japan when the SST in the mid-latitude increases with the 

climate change at the end of twenty-first century (Tsuboki et al. 
2015)[1]. The study on the intense tropical cyclones in the lower 
latitude in the present climate may contribute to more accurate 
estimation of typhoon intensity in the mid-latitude of the future 
warmer climate.

2. Methods
In the previous study in the“Strategic Project with Special 

Support” of the Earth Simulator, we optimized the coupled 
atmosphere ocean non-hydrostatic regional model, CReSS-
NHOES including the radiation process. They have been 
developed using the Earth Simulator, the coupled model 
CReSS-NHOES showed a high performance on the new Earth 
Simulator. Using CReSS and CReSS-NHOES, we performed 
simulation experiments of the typhoon Haitan (2013) and the 
very intense cyclone Pam (2015). In the following part of this 
report, we will summarize the result of the simulation of the 
cyclone Pam. The JCOPE2 data are used for the initial and 
boundary conditions of the ocean.
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Atmosphere-Ocean Non-hydrostatic Model:  
Impact of Upper Ocean Heat Content Change on 
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3. Results
The cyclone Pam was generated on 9 March 2015 and moved 

southward with developing. Its intensity attained Category 5 of 
the Saffi r-Simpson Hurricane wind scale at 18 UTC, 12 March. 
In the South Pacifi c Ocean, Category 5 cyclone is unusual. The 
previous one was Ului in 2010. The cyclone Pam caused severe 
disasters over the islands in the south Pacific. In the present 
study, we performed simulation experiments with different 
ocean data. 

Since the cyclone Pam was generated as a twin cyclones 
and developed for the one week period, the computational 
domain was large to simulate the time evolution of Pam as 
37.89S-13.29N and 142.11E-74.57W. The horizontal resolution 
is 2 km. The initial time is 06 UTC, 10 March. 

The results of CReSS alone and CReSS-NHOES showed 
development and southward movement of Pam. Figure 1 shows 
horizontal distribution of total water substance. Both cyclone 
Pam around 177 E and 27 S and the other part of the twin 
cyclones located around 153 E and 12 N are simulated. The 
cyclone eye of Pam and surrounding rainbands are successfully 
simulated with a high resolution of 2 km. The tracks roughly 
agree with observation while it depends on the initial times 
(Fig. 2). Figure 3 shows time-series of the central pressures 
obtained by the simulations. The minimum central pressures in 
simulations are 870-910 while the observed minimum central 
pressure was 880 hPa according to NESDIS Tropical Cyclone 
Products, (http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/2015/
tdata/spac/17P.html). The trends of pressure drops are similar 
in experiments while the timings are delayed about one day 
from the observation. The minimum central pressure of CReSS-
NHOES experiment is 885 hPa. This is very good agreement 
with the observation. The depth of 26 C which determines the 
amount of UOHC is sufficiently deep from the lower latitude 
to 25 S along the cyclone track. Consequently, latent fl ux from 
the sea to the cyclone was suffi cient and SST lowering was not 
effective to suppress the cyclone development. As a result, the 
cyclone Pam reached the very intense cyclone.
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Fig. 1 Horizontal distribution of total amount of cloud and precipitation 
particles at 07 UTC, 14 March 2015 obtained from the simulation 
experiment using CReSS.

Fig. 2 The observed track of cyclone Pam (black line with dots) and 
simulated tracks of Pam (colored lines). The “3D” means an 
experiment using CReSS-NHOES. Others are those using CReSS 
alone with different SST data.

Fig. 3 Time-series of central pressure of cyclone Pam. The “3D” means 
an experiment using CReSS-NHOES. Others are those using 
CReSS alone with different SST data. The brawn line is the 
observation.
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ESの全ノードを用いた全球地震波形計算による地球内部構造の解明

課題責任者

坪井　誠司 海洋研究開発機構　地球情報基盤センター

研究分野

固体地球分野

1.	 研究の目的と意義
地球内部の構造がどのようなものとなっているかは、

表面で観測される地震や火山などの地球物理学的現象の
原因を考える上で重要な研究テーマである。我々は現在、
地球は地殻、マントル、核という成層構造を成している
ことを知っているが、そもそも、このような成層構造が
46億年前の地球形成時の環境に依るものであるかは、地
球が形成されてから今日までの地球の進化を考える上で
も極めて重要な問題である。このような場合、有効な手
段は電磁波を用いて構造を探査することである。しかし
ながら、固体地球に対して電磁波は透過しないため、地
球深部までの構造を知るために他の手法を用いざるを得
ない。このためには、地震により励起された地震波を用
いる地震学的手段による研究手法が有効な手段となる。
地震により励起され地球内部を伝播する地震波は、弾性
体力学の運動方程式で記述され、地球が完全な球である
ならば理論的な解析解が存在する。しかしながら、地球
は回転楕円体の形状をしており、地球内部の構造も球構
造からの摂動成分は大きく、理論的に地震波を計算する
ためには解析的手法を用いることは期待できない。一方、
地球を構成する岩石の弾性的性質により、地震波速度が
km/secのオーダーであり、地震波の P波および S波では
周期 1秒の波が卓越することが知られている。したがっ
て、観測された地震波形を再現する理論地震波形を計算
する上で周期1秒の精度は到達すべき目標であった。近年、
大型計算機の発展と共に、数値的手法により理論的な地
震波形を計算することは大きな進歩を成し遂げてきたが、
現実的な地球モデルに対して全球を伝播する地震波形を
周期 1秒の精度で計算することは、計算規模が大きすぎ
るために行われたことがなかった。本研究では、地球シ
ミュレータの全ノードを用いて現実的な地球モデルに対
して周期 1秒の精度で地震波形を計算することを目的と
する。このような規模での理論地震波形の計算は、我々
のグループが京コンピュータを用いて行った以外には例
がなく、地球シミュレータ規模の計算機を用いることで
初めて可能となるものである。このような理論地震波形
が計算できれば、特に地球内部の核 ･マントル境界等の
極めて不均質な領域の構造を決定するために大きな貢献
が期待できる。

2.	 研究内容
我々は、これまでも地震波動場の数値解法であるスペ
クトル要素法を用いて現実的な地球モデルに対する地震

波動の数値計算を実施してきた。初代地球シミュレータ
では、4056CPUを用いて周期 3.5秒の精度での計算を達
成したが、周期 1秒の実現は困難であった。現在、京コ
ンピュータを用いることで周期 1秒の精度での計算は実
現しつつあるが、京コンピュータでは計算機資源が限ら
れており、試行的な計算に限定されているのが実情であ
る。京コンピュータと同じ規模の計算は、地球シミュレー
タの 5,046ノード（20,184コア）により実現可能と推測さ
れ、地球シミュレータを用いることで周期 1秒の精度で
の理論地震波形計算を研究に用いることが可能になると
思われる。
全球を伝播する地震波形の理論計算は、これまで我々
が用いてきたものと同じ、スペクトル要素法を用いた数
値解法により計算する。スペクトル要素法の計算プログ
ラムである SPECFEM3D_GLOBEはスカラー計算機向け
に開発されているので、まずこのプログラムのベクトル
計算機向けチューニングを行う必要がある。プログラム
のチューニングを実施した上で、全ノードを用いた場合
に予想される計算時間等の見積もりを行う。さらに、ク
ラスタ間通信を実施するための方策について検討する。
現実的な地球モデルに対して全球を伝播する地震波形
を周期 1秒の精度で計算することは、到達すべき大きな
目標であったので、それが現実的な計算時間で実現でき
るならば、地震学には大きな影響を及ぼすと期待できる。
周期 1秒の精度で例えば震央距離 40度程度の観測点で地
震波形を計算することが可能となれば、地震の震源破壊過
程の研究にも大きな進展が期待できる。2015年 5月 30日
に小笠原諸島西方沖を震源として発生した深発地震は震
源の深さが 678kmと極めて深く、これまで観測された深
発地震の中でも最深の地震の一つとなっている。さらに、
この地震の震源はこれまでの地震活動とは離れた場所で
起きており、沈み込む太平洋プレートの境界か、あるいは
マントル内で起きているかは議論となっている。地震の
震源過程を研究する際に地震波形の周期が短いほどより
詳細な破壊過程を求めることが可能となるが、特に震央
距離が 10度以内のような震源に近い観測点の場合は、水
平方向に大きな不均質構造を持つ地殻内を伝播する距離
が大きいために、地殻構造の影響を受けやすい。しかし
震央距離 40度程度ならば、伝播経路はマントル内が大き
な割合を占めるため、地殻の影響は最小限ですませるこ
とが出来るので、より詳細な震源過程研究が可能となる。
図 1には、タイの CHTO観測点における 3成分観測波形と、
2枚の断層面について低角モデルと高角モデルを用いて計
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算した理論地震波形との比較を示した。図 1 (a)は周期 8
秒でのローパスフィルター、図 1 (b)は周期 50秒のローパ
スフィルターを適用したものである。これらの結果から
は、周期 50秒以上の帯域では、断層面の違いによる理論
波形の差異は小さく、断層面を決定するには周期 1秒程
度までの短周期の精度を持つ理論地震波形記録が必要と
なることが分かった。このように周期 1秒の精度で理論
地震波形を計算することは固体地球科学全般に大きな波
及効果を及ぼすと考えられる。

3.	 研究成果
地球シミュレータは 2.048ノードの拡張クラスタ 1台
と、512ノードの基本クラスタ 6台から構成される。ク
ラスタ間は 10Gのネットワークで接続しているが、この
上ではMPI通信が出来ず、全ノードを用いたMPI通信に
よる計算を実行するためには、10Gのネットワーク上の
MPI通信を可能とするためのシステムの開発が必要とな
る。用いているスペクトル要素法のプログラムでは、京
コンピュータのノード数を 24ノードから最大で 3,025倍
の 72,600まで、各ノードに同様な負荷を割り振って計算
した結果、24ノードで計算した時の演算性能を 100％と

した時に、72,600ノードでの計算時には 97.9%の性能が
得られ、高いウィーク・スケーリングを示すことが分かっ
ている（図 2）。特に 7万ノード以上の大規模計算時でも、
通信に掛かる時間は計算時間全体の 10％程度であり、地
球シミュレータでクラスタ間通信を実現するためのMPI

図 2 SPECFEM3D_GLOBE の weak scaling

図 1 CHTOの観測波形と理論波形の比較。上から EW、NS、および Z成分の 400秒間の速度記録を示す。黒線が観測波形で赤線が低
角モデル、緑線が高角モデルの理論波形を示す。(a) 8秒の low pass fi lterを適用。(b) 50秒の low pass fi lterを適用。
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通信に対する負荷も計算に対する負荷と比較すれば小さ
いことが予想される。しかしながら、この開発では、適
切な通信の状態を把握することが課題となり、全ノード
を用いたMPI通信を実現することは出来なかった。

4.	 想定される波及効果
今期の研究期間中には全ノードを用いた理論地震波形
計算を実現することは出来なかったが、研究目的でも述
べたように、地球深部の特に核 ･ マントル境界付近は、
地球マントル内のスーパープリュームと呼ばれる熱的な
上昇流の発生源と考えられ、水平方向には熱的にも地震
波速度などの物質的性質も大きく変化していることが予
想されている。このような領域の構造を詳細に調べるこ
とは、これまでは地震波の到着時のみを用いることが一
般的であり、高精度な地震波形を現実的な地球内部構造
モデルに対して計算して、観測波形と比べることは行わ
れてこなかった。もし、地球シミュレータを用いて周期 1
秒の精度で全球を伝播する地震波形を計算することが可
能となれば、このような地球内部構造を推定する上で極
めて有効な手段を提供することになり、詳細な構造を決
定することが可能となると期待できる。引き続き、周期 1
秒の理論地震波形記録計算の実現を目指して行くことが
必要と考える。

5.	 計算および計算機技術サポートとの連携
本課題の実現には、10Gのネットワーク上のMPI通信

を可能とするためのシステムの開発が必要となり、全面
的なサポートを依頼した。しかしながら今回の開発では、
システムリソースの枯渇について有効な対策を取ること
が出来ず、全ノードでのMPI通信を実現することが出来
なかった。クラスタ間の MPI通信を実現する MPIライ
ブラリは開発できたようであるが、全ノードを用いた規
模の計算では極めて限定的な規模の計算しか実現できて
いないようであった。この原因としては、クラスタ間の
MPI通信は 10Gのネットワークではなく 1Gのネットワー
ク上で実現することを試みたことがある。クラスタ間の
10Gのネットワーク上でMPI通信を実現するためには、
ライブラリの追加開発では済まないような開発要素があ
り、今回の特別推進課題では対応は出来ない規模であっ
たようである。このような状況の報告が技術サポートか
ら行われたために、今回は全ノードを用いた規模の計算
はあきらめざるを得なかった。

6.	 今後の予定
より効率的にMPI通信を 10Gネットワーク上で実行す

るライブラリの開発を進めることで、全ノードでのMPI
通信を実現して、周期 1秒の精度での理論地震波形記録
計算を実行したい。

7.	 特別推進課題に対する意見
全ノードでのMPI通信を実現した計算を実行するため
には、メンテナンス時期などにおける計算を実施する機
会が必要であり、そのための機会を与えるという意味で
特別推進課題には期待したい。
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Destructive earthquakes are caused by large-scale ruptures 
inside the Earth, which break along hundreds of kilometers of 
a geological fault and generate seismic waves shaking ground 
and buildings. Because large earthquakes cause serious damage 
to human societies, the study of earthquake source mechanisms 
is a crucial topic in seismology. As electromagnetic waves do 
not penetrate far into the Earth’s solid rock interior, the use of 
seismic waves is almost the only way to probe the inside of our 
planet at high resolution. In this regard, modeling seismic waves 
excited by earthquakes is a fundamental scientific problem.

The use of the Spectral-Element Method (SEM) for 
numerical modeling of seismic wave propagation in realistic 
3-D models at the scale of the full Earth has been prevailing 
in recent years (Komatitsch et al., 2005) [1]. The SEM is an 
optimized high-order version of the finite- element method that 
is very accurate for linear hyperbolic problems such as wave 
propagation. In addition, its mass matrix is perfectly diagonal by 
construction, which makes it favorable to implement on parallel 
systems because no linear system needs to be inverted. The 
3-D SEM was first used in seismology for local and regional 
simulations and adapted to wave propagation at the scale of the 
full Earth. Here we use the 3-D SEM package SPECFEM3D 
GLOBE to try if it will be possible to simulate global seismic 
wave propagation with an accuracy of about 1 second for a 
realistic Earth model on the Earth Simulator.

  The new Earth Simulator system consists of one cluster 
with 2,048 nodes and six clusters with 512 nodes. Each cluster 
is connected by 10 gigabit Ethernet but it is not possible to 
use MPI connections on this network. Thus, we cannot use 
entire 5,120 nodes as single computational job. We already 
have analyzed load balancing among the compute nodes in 
SPECFEM3D_GLOBE code on the K computer. We measured 
load balancing between the different MPI processes of each 
section of the program in the case of 72,600 compute nodes of 
the K computer. The cost of arithmetic operations dominates and 
represents 83% of the total cost; that cost is also well balanced. 
The communication cost is only 10% of the total cost because 

Global Seismic Wave Simulation Using Full Nodes of 
the Earth Simulator
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the SPECFEM3D GLOBE code uses non-blocking MPI and 
thus communication is efficiently overlapped with calculation. 
Thus, the communication cost does not cause performance 
degradation, even in the case of 72,600 compute nodes. This 
demonstrates that MPI parallelization of the original code is 
already efficient and well optimized in this respect. Therefore, it 
is just necessary to develop MPI libraries, which should run on 
the 10 gigabit Ethernet so that we will use the entire 5,120 nodes 
for large scale SEM computation.

We have continued to ask technical support section and 
manufacturer of NEC SX system, eventually, to develop 
this MPI library. It became clear that it is necessary to have 
an appropriate combination of communication nodes and 
computational nodes to realize an efficient performance for 
large scale computation. The technical support section has tried 
to examine several cases of this combination by using the MPI 
library developed for the 10 gigabit Ethernet. However, it was 
not possible to get optimized numbers for communication nodes 
and computational modes within this project term and we could 
not run large scale SEM simulation using full nodes of the Earth 
Simulator. It was not clear if there was a technical problem 
on the hardware of 10 Gbit Ethernet connecting between the 
clusters to accomplish a good performance using the MPI 
library. We hope that the development of this MPI library will 
continue to realize large scale computation using the full nodes 
of the Earth Simulator in the future.

References
[1] D. Komatitsch, S. Tsuboi, and J. Tromp. The spectral-

element in seismology, in Seismic Earth: Array analysis of 
broadband seismograms, Geophys. Monograph 157, AGU, 
pp. 205-227, 2005.



329

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016 地球シミュレータ特別推進課題  – Earth Simulator Strategic Project with Special Support –

1.	 目的と意義
台風による自然災害は社会・経済活動に深刻な影響を
与えることから、その軽減のために台風の進路や強度の
予測精度向上は常に社会から求められている。しかしな
がら台風強度の予測精度は未だ不十分で、原因の一つと
して現業全球モデルの水平解像度（2016年現在 20km）が
粗いことが挙げられている。モデルの水平解像度を高め
ることにより予測精度を向上させるためには、非静力学
大気モデルの使用、高解像度に見合った物理過程スキー
ムの開発等を行うと同時に、全般的な気象予測および台
風予測に含まれる系統的なバイアスを低減させる必要が
ある。こうした高解像度モデルの開発はその計算機負荷
が大きいことから、シミュレーションを行う事例数は厳
しく限定され、結果として系統的なバイアスを特定する
に至らなかった。
本研究は、気象庁気象研究所および海洋研究開発機構

（JAMSTEC）が連携し、JAMSTEC「地球シミュレータ（ES）
特別推進課題」で与えられた豊富な計算資源と、2020年
代前半での現業利用の実現可能性を想定した 7kmの水平
解像度を持つ複数の全球モデルを用いて、5日先までの台

風予測実験を多数実施し、台風予測などに含まれる系統
的なバイアス及びモデル毎に再現される台風の特徴を明
らかにする。

2.	 実験概要
本研究第 1期（2015年 6～ 9月）では、2013年 9-10月
にかけて日本に接近・上陸した 9個の台風を含む 52事例
について 5日予測実験を実施したのに対し、第 2期（2015
年 10月～ 2016年 1月）では台風のライフステージ全体（発
生、発達、成熟、衰退期など）を対象とした 13個の熱帯
低気圧とMadden-Julian Oscillation (MJO)及び Boreal Summer 
Intraseasonal Oscillation（BSISO）を含む 85事例（表 1）に
ついて 5日予測実験を実施し、この結果と RSMC Tokyo
ベストトラックデータを用いて予測結果の検証及びモデ
ル間の相互比較を行った。使用モデルは第 1期と同じく、
DFSM、NICAM、MSSGの 3モデルである。比較のため、
第 1期と同様、水平解像度 20kmの GSMによる予測実験
も並行して実施した。NICAMについては、陸面モデルの
バグ修正を行い、第 2期の計算に加えて第 1期の異常終了
事例についても再計算した。MSSGについては、時間とと

複数の次世代非静力学モデルを用いた高解像度台風予測実験 
（第 2 期：台風全ライフステージを対象とした実験）
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2020年代前半に現業予報での利用が想定される高解像度全球数値予報モデルの有効性を測るため、水平解像度 7km
の全球モデル 3種類（DFSM, NICAM, MSSG）により、5日先までの台風及びサイクロン（Pam）予測実験及びMadden-
Julian Oscillation・Boreal Summer Intraseasonal Oscillationを対象とした実験を行った。本研究第 1期では日本付近に影響
した台風事例を対象としたが、第 2期では台風のライフステージ全体を対象として、2013～ 2015年の 85事例（熱帯低
気圧は 13個）について、第 1期と同様の予測実験を実施し、台風進路・強度予測の系統誤差を評価した。20km水平解
像度のモデルと比較した結果、7kmに高解像度化することにより強度予測が改善されることを再確認するとともに、進
路予測についても改善されることを確認した。さらに 3つのモデル結果をアンサンブルして求めた進路・強度予測は個々
のモデルの予測結果を上回り、予測精度がより向上することも示された。2013年台風第 26号（Wipha）について、最盛
期の台風の水平・鉛直構造の比較を行った結果、7kmに高解像度化することにより、台風域の降水分布や二次循環がよ
り現実的に再現されることを確認した。一方で最大風速半径など台風を特徴付ける水平・鉛直構造はモデル間で明瞭な
違いが見られた。海面過程を含む物理過程といったモデル仕様の違いが構造の違いに影響すると考えられる。

キーワード： 数値予報 , 大気大循環モデル , 熱帯低気圧（台風）, モデル比較実験
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もに可降水量が増加しつづけるモデル系統誤差を取り除く
ため、全域で適用していたバルク地表フラックスモデル [1]
を陸域のみに適用し、海域では Fairallらのフラックスモデ
ル [2][3]に変更した。詳細は Nakanoら [4]を参照のこと。

3.	 研究成果
3.1	 台風進路予測
水平解像度 7kmのモデルはどれも GSMと比べてベス
トトラックデータの台風経路をよりよく再現している
（図 1）。MSSGの第 1期の進路予測誤差は DFSMおよび
NICAMに比べて比較的大きかったものの、第 2節で述べ
たMSSGのフラックスモデルの改良により、3つのモデ
ルがほぼ同等の精度を持つようになった。ただし予測精
度は個々の事例に大きく依存していた。つまり高解像度
化が台風進路予測の精度向上に主要な役割を果たしてい
たかは確定することができず、むしろ進路予測の向上に
はそれ以外の要因（初期値化や物理過程の改良）も重要
であることが示唆された。

DFSM, NICAM, MSSGの 3モデルを組み合わせたマル
チモデルアンサンブル（MME）による台風進路予測の検
証も行った（図 1の水色）。予報時間 84～ 120時間にお
いてMMEの誤差は最も小さくなった。特にMMEの 120
時間予測精度は GSMに比べて 24%（リードタイムに換算
すると約 18時間）の大幅な改善が得られた。

3.2	 台風強度
図 2に第 1期及び第 2期の全事例に対する台風中心気
圧の RSMC Tokyoベストトラックデータに対する偏差
の平均値と標準偏差を示す。正のバイアス誤差が大きい
GSMと比べて、DFSM, MSSG, NICAMは台風強度をよく
再現している。DFSMと GSMは水平解像度と力学の計
算手法を除くと同じモデル仕様であることから、本結果
はモデルの高解像度化により台風強度予測、特に台風の
発達予測が改善されることを示唆する。モデル毎に特徴
を見ると、DFSMは予報時間とともに過発達（72時間で
10hPa以上）傾向にあり、一方でMSSGと NICAMは予報
時間 84時間で誤差が一定となり、小さな正のバイアスを
保つようになる。3つのモデルを合わせたMMEによる台
風強度予測は RMSEが最も小さくなった。このことは台
風強度についてもMMEは有効であることを示唆する。

3.3	 台風水平構造
図 3に 2013年台風第 26号（Wipha）の各モデルにおけ

る 96時間予報（初期時刻は 2013年 10月 14日 0600UTC）
で得られた１時間降水量の水平分布と海面気圧分布を示
す。GSMは中心気圧、最大地上風速とも弱く、降水分布
においては壁雲がはっきりとしない。DFSMは中心気圧
が最も低く、壁雲もコンパクトで二重壁雲になっている。
MSSGと NICAMの中心気圧は RSMC Tokyoベストトラッ
クに近いが、降水分布は両モデルで明瞭に異なる。MSSG
は DFSMほどではないが締まった壁雲を表現しているの

表 1　第 2期の実験事例リスト（Nakanoら [4]を改変）

Seq. # of cases
Initial time (0000UTC and 1200UTC)

Related typhoons and tropical phenomena
Start time End time

1 – 10 2013/6/6 1200UTC 2013/6/11 0000UTC Yagi
11 – 19 2013/11/3 0000UTC 2013/11/7 0000UTC Krosa, Haiyan
20 – 40 2014/7/27 1200UTC 2014/8/6 1200UTC Halong, Nakri
41 – 50 2015/3/7 0000UTC 2015/3/11 1200UTC MJO, Pam, Bavi
51 – 60 2015/6/27 0000UTC 2015/7/1 1200UTC BSISO, Chan-hom
61 – 76 2015/8/13 1200UTC 2015/8/21 0000UTC Molave, Goni, Atsani
77 – 85 2015/9/6 0000UTC 2015/9/10 0000UTC Kilo, Etau

MJO: Madden-Julian Oscillation
BSISO: Boreal Summer Intraseasonal Oscillation

図 1 5日台風進路予報結果（Nakanoら [4]から引用）。左縦軸
は RSMCベストトラックからの差、右縦軸は事例数を示す。
横軸は予報時間を表す。

図 2 図 1と同じ。ただし台風中心気圧予報結果。エラーバーは
標準偏差を示す（Nakanoら [4]から引用）。
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に対し、NICAMはバンド状の降水分布が明瞭となり、壁
雲の形成には至っていない。なおMSSG及び NICAMは
どちらも積雲パラメタリゼーションを用いていない。よっ
て 2つのモデル仕様の違いが、同程度の台風中心気圧が
得られているにも関わらず、台風の構造に明瞭な違いを
生じさせていたことが分かった。

3.4	 台風鉛直構造
第 3.3節と同様、Wiphaの最盛期について、15事例の

予測結果から得られた動径－高度断面を用いて、合成図
解析を行った。図 4は方位角平均を施した動径風速およ
び接線風速である。GSMと比べて DFSMは典型的な台風

図 3 台風Wiphaの降水（彩色）、海面気圧（黒等値線）、風速 25m s-1（赤等値線）の 96時間予報値。縦軸・横軸の数値は台風中心か
らの距離（km）。海面気圧の等値線間隔は 960hPa以上では 10hPa、それ以下では 20hPa（Nakanoら [4]から引用）。

図 4 台風Wiphaの合成図解析。縦軸は高度、横軸は動径。軸対称動径風速（彩色）と接線風速（等値線）。等値線の間隔は 5m s-1

（15m s-1以上のみ）。緑線は最大風速半径。図の下部の灰色領域は地面の下を表す（Nakanoら [4]から引用）。



332

Annual Report of the Earth Simulator  April 2015 - March 2016

の二次循環（台風中心に向かう対流圏下層風と上部対流
圏での外向きの流れ）を再現している。しかし、DFSM
の軸対称平均構造は MSSG及び NICAMと大きく異な
る。MSSGの下層風の層の厚さは DFSMの約 2倍となっ
た。また上層外向き流のすぐ下に内向き流れがあるのも
特徴的である。NICAMにおける台風渦の高さは DFSM, 
MSSGより低い。具体的には、DFSM,MSSGは 100hPa付
近に 15m s-1接線風ピークがあるのに対し、NICAMでは
170hPaにピークがある。さらに、NICAMの最大風速半径
は DFSMの 2倍以上であり、最大風速半径の鉛直分布の
傾きも DFSMやMSSGとは異なり傾きが大きくなってい
た。3つのモデルの水平解像度が同じであることから、モ
デルで使われている力学や物理過程の違いが台風の内部
構造の違いをもたらしたと考えられる。

3.5	 予備的感度実験
予備的感度実験として、DFSMの物理過程の一部を変
更した実験を、事例数は少ないながらも複数の設定で行っ
た。積雲スキームを Randall and Pan [5]から Yoshimuraら
[6]に、雲スキームを Smith [7]から Tiedtke [8]に変更する
と、台風進路予測が改善する事例があり、また最大風速
半径がより大きくなることを確認した。また、積雲スキー
ムを使用しない設定にすると降水がより集中するように
なり、集中の度合いが積雲スキームを使用しない NICAM
やMSSGに近づくことを確認した。第 3.2節で述べたよ
うに DFSMでは予報時間とともに過発達の傾向にあるが、
これについては、計算安定性を増すために導入されてい
る雲スキーム（Smith スキームや Tiedtkeスキーム）にお
ける降水の蒸発に伴う冷却のリミッターを外すことによ
り過発達が抑えられる傾向にあることが分かった。

4.	 結論と今後の予定
本研究により、これまで限られた事例でしか行えなかっ

た高解像度全球モデルについて、第 1期、第 2期合わせ
て 132事例の 5日予測実験を実施することができた。主
な結果は以下の通りである。
（1） 台風進路・強度の系統誤差を統計的に評価した。
（2） 高解像度化の台風進路・強度の精度向上への明瞭

な効果及びモデルアンサンブル予測の有効性を確
認した。

（3） 台風予測に対する事例依存性を確認した。
（4） 台風強度に密接に関係している台風の詳細構造の

データセットを作成、などの結果が得られた。
平成 28年度地球シミュレータ公募課題の一つとして実

施される本研究の第 3期（2016年 4月～ 2017年 3月）で
は、これまでの実験結果及び得られた知見を基に詳細な
解析を進めるとともに、モデル解像度や物理過程に着目
した感度実験を本格的に行うことにより、モデル改善を
通じて台風予測精度の向上を計るとともに、特に台風の
発生に関わるMJOや BSISOについても詳細な解析を実施
する予定である。
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1. Introduction
Three nonhydrostatic global atmospheric models have ever 

been developed in each research group for each purpose in 
Japan. The main objective of the project “Global 7-km mesh 
Nonhydrostatic Model Intercomparison Project for Improving 
Typhoon Forecast” (TYMIP-G7) is to statistically quantify and 
understand the advantage of high-resolution global atmospheric 
models on the improvement of 5-day tropical cyclone (TC) 
track and intensity forecasts, aiming to improve 5-day TC track 
and intensity forecasts. We statistically evaluated errors of TC 
forecasts based on Regional Specialized Meteorological Center 
(RSMC) Tokyo best track data for gaining the advantages of 
the application of higher resolution model to TC forecasts using 
the results of the following three 7-km mesh nonhydrostatic 
atmospheric models (DFSM, MSSG, and NICAM) as well as a 

20-km mesh hydrostatic operational atmospheric model of JMA 
(GSM) for 22 TC cases included in 137 runs.

2. Experimental design
2.1 Targeted Cases

The first term of the project focus on the typhoon season 
from September to October in 2013, while the second term 
addressed a lifecycle of a TC in addition to Madden-Julian 
Oscillation (MJO) and Boreal Summer Intraseasonal Oscillation 
(BSISO), which is closely related to TC genesis. We examined 
13 TCs in 85 runs during the second term (Table 1) in addition 
to nine TCs in 52 runs during the first term.

2.2 Models
We used DFSM, MSSG and NICAM in the second term 
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based of the models in the fi rst term. However, we could fi nd the 
improvements for MSSG and NICAM. Regarding MSSG, the 
replacement of conventional bulk surface fl ux model [1] with the 
Coupled Ocean–Atmosphere Response Experiment (COARE) 
3.0 model over the ocean [2] [3] led to a solution to the issue on 
extraordinary increases in precipitable water predicted during 
the fi rst term. The modifi cation had a substantial impact on TC 
track predictions. Regarding NICAM, a problem of division 
by zero frequently occurred in its land surface model called 
the Minimal Advanced Treatments of Surface Interaction and 
Runoff (MATSIRO) during the fi rst term. The bug was fi xed so 
that we conducted numerical experiments for some abnormal 
cases in the first term again as well as the runs in the second 
term. The impact of the bug fix on TC forecast is negligibly 
small. The detail of experimental design will be described in the 
literature [4].

3. Results
3.1 Track prediction

The TC track predictions by DFSM, MSSG and NICAM 
showed better performances than the prediction by GSM 
(Fig. 1). We also applied a multi-model ensemble mean (MME) 
approach to TC forecast using the track predictions of the three 

models and validate it based on RSMC Tokyo best track data. 
Track prediction of MME realizes the smallest track errors for 
forecast time (FT) = 84 - 120 h. The reduction rate by MME is 
approximately 24 % for position errors at FT = 120 h compared 
with that in GSM.

3.2 Intensity predictions
Figure 2 shows the time series of the average of predicted 

central pressure through two terms from June 2015 to March 
2016 with the standard deviations in each model based on 
RSMC Tokyo best track data. The central pressure has a 
relatively small bias in DFSM, MSSG and NICAM compared 
with the error in GSM. This reveals that the three global 7-km 
mesh models contribute to reduction in systematic positive 
errors of predicted central pressures. The robustness is found 
in the comparison between results of GSM and DFSM: High 
resolution model realizes reduction in the systematic bias of 
predicted TC intensity since there is no difference between GSM 
and DFSM except for the horizontal resolution and dynamical 
core. In Fig. 2, the MME TC forecast had the smallest bias 
among the experiments with the smallest root mean square error. 
This demonstrates the advantage of MME for TC forecasts.

Table 1  List of the initial time for the second term of TYMIP-G7 (Modifi ed from Nakano et al. [4])

Seq. # of cases
Initial time (0000UTC and 1200UTC)

Related tropical cyclones and tropical phenomena
Start time End time

1 – 10 2013/6/6 1200UTC 2013/6/11 0000UTC Yagi
11 – 19 2013/11/3 0000UTC 2013/11/7 0000UTC Krosa, Haiyan
20 – 40 2014/7/27 1200UTC 2014/8/6 1200UTC Halong, Nakri
41 – 50 2015/3/7 0000UTC 2015/3/11 1200UTC MJO, Pam, Bavi
51 – 60 2015/6/27 0000UTC 2015/7/1 1200UTC BSISO, Chan-hom
61 – 76 2015/8/13 1200UTC 2015/8/21 0000UTC Molave, Goni, Atsani
77 – 85 2015/9/6 0000UTC 2015/9/10 0000UTC Kilo, Etau
MJO: Madden-Julian Oscillation
BSISO: Boreal Summer Intraseasonal Oscillation

Fig. 1 Errors of track predictions for GSM, DFSM, MSSG, NICAM and 
MME (in the second term). Each gray bar indicates the number 
of samples every forecast time (right vertical axis) (After Nakano 
et al. [4]).

Fig. 2 Same as Fig. 1 except for TC central pressures. Error bars 
indicates the standard deviation of central pressure difference 
between the prediction and JMA best track. (After Nakano et al. 
[4])
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4. Concluding remarks
We statistically evaluated errors on TC track and intensity 

predictions. We found the following four main results through 
two terms from June 2015 to March 2016:

(1) We confirm statistical evidence of the advantage of high 
resolution on the improvement of both TC intensity and 
track predictions. 

(2) We confirm that a Multi Model Ensemble mean (MME) 
approach is a promising for further improvement of TC 
intensity and track predictions.

(3) Predicting rapid intensification is still a challenging 
issue for 7-km mesh global atmospheric models.

(4) Predicted TC structure quite differs among the three 
models even though they had the same horizontal 
resolution with a similar central pressure.

It should be noted that the advantage of high resolution 
model for TC forecast depends on a TC case. Further 
investigation is needed to utilize the advantage for improving 
the global model and thus 5-day TC forecast.
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巨大内核を持つ惑星ダイナモシミュレーション
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本プロジェクトでは新たに開発された、内核内の磁場の時間変化も解く事が可能なYin-Yang-Zhongダイナモシミュレー
ションコードを用いて、巨大な内核（全コア半径の 90%）を持つ惑星ダイナモの研究に取り組んだ。内核は惑星内部の
冷却に伴い成長しているため、これは地球のコアの未来の状態と言える。また水星のようなサイズの小さな惑星や、古
くに誕生した系外惑星などでは冷却が進んでおりこのような巨大な内核を持っている可能性があり、そのような惑星の
ダイナモ過程についての知見を得る事も目標としている。地球のコアのようなそれほど大きくない内核を持つ場合、内
核の南北領域（Tangential Cylinder、以下 TCと略記）内ではほとんど対流が生じず、TC外では自転軸にそってほとんど
変化しない対流構造が見られる。計算の結果、巨大内核を持つ場合は、TC外ばかりではなく TC内にも活発な対流が生
じる事が分かった。TC内では TC外と異なり、細かい粒状の対流が生じる。TC外ではほぼ南北に細長く伸びた対流構
造が得られたが、厚い外核球殻の場合に見られる対流柱のような構造とは少し異なり、（特に高レイリー数の場合）より
細かく分かれた構造が得られた。磁場の動径方向成分の分布もこれらの対流構造を反映して、TC内と外で異なる構造が
見られる事が分かった。

キーワード： 惑星ダイナモ , 惑星磁場 , 内核 , 対流 , Yin-Yang-Zhong格子

1.	 背景
地球の磁場（地磁気）は、日常生活ではあまり意識す

る事のない存在であるが、地球の表層環境や生命にも影
響を及ぼしている。それは宇宙から飛来する高エネルギー
荷電粒子から地球を防御する一種のバリアの役割を果た
しており、また超音速で吹き付ける太陽風の直撃を防い
でいるからである。JAMSTEC長期ビジョンでは、「地球
が生命に満ちあふれた希有な惑星となった謎」について
取り上げられているが、地磁気の起源や変動のメカニズ
ムを理解する事は、この謎の解明に挑むために必要とな
るパーツの一つであるとも考えられる。
地球内部のマントル層（岩石）のさらに深部には、核

（コア）と呼ばれる主に金属（鉄）から成る構造が存在す
る。そこは鉄が磁石となる性質を持ちうる温度（キュリー
温度）をはるかに超えているため、地球内部に永久磁石
が埋まっていてそれが地磁気を生み出しているという可
能性は無い。核はさらに、外核（流体鉄）と内核（固体鉄）
の二層構造に分かれている。磁場中を外核内の液体鉄が
対流運動することにより、電磁誘導効果のため電流が生
じ、それがさらに磁場を生み出す事によって地磁気が生
成、維持されていると考えられている。この過程は地球
ダイナモと呼ばれている。これはまた、対流の運動エネ
ルギーが地球ダイナモ過程を通じて磁気エネルギーに変
換されているという言い方も出来る。
この過程が実際にうまく働くかどうか、また働いた

として具体的にどのようなメカニズムで磁場が生成さ
れているのか、対流と磁場の関係はどうなっているの
か、どのような強さや構造の磁場が形成されるのか、と

いった事を調べるためには、電磁流体方程式（MHD, 
Magnetohydrodynamics）を解く必要がある。これは 8つの
独立変数を持つ非線形連立偏微分方程式であり、解析的
に解く事は（余程特殊な状況を除いて）ほぼ不可能であり、
数値シミュレーションが非常に有効な研究手段の一つと
なっている。しかしながら地球ダイナモは本質的に 3次元
の問題であり、また核内は極端な物理状態に置かれてい
て、その計算には非常に大きな計算機資源を必要とする。
スーパーコンピュータの進展と併せ、地球ダイナモの
シミュレーション研究は 1990年代半ばから始まった。そ
の後、地球外核内の物性パラメータをそのまま再現した
シミュレーションはまだ不可能であるものの、ダイナモ
の素過程や、対流と磁場の関係、双極子磁場（地磁気の
主な構造）の自発的な生成やその極性の反転の再現など
を通して、ダイナモ過程の基本的な性質の理解が進んで
きた。現在では、マントル対流がコア対流や地磁気に与
える影響を考慮するなど、さまざまな影響を考慮したシ
ミュレーション研究も進んでいる。
このような中、近年注目を集めているものの一つが、

内核の存在が地磁気に与える影響である。内核は固体鉄
であり流れが存在せず、そこでは磁場は生み出されない
ので、地球ダイナモシミュレーションではこれまで内核
にはあまり注意が払われていなかった。それは数値シミュ
レーションの技術上、球座標の座標特異点（r=0）を含む
内核を計算に含めるのは避けたかったという理由もある。
しかしながら、内核内に染み込んだ磁場は、（特に大規模
な）磁場構造を安定化させ、対流構造や極性反転のしや
すさなどにも影響を及ぼす可能性がある。これらの効果
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は内核の成長度合い（大きさ）が大きくなると強まると
予想される。また内核の大きさは外核の厚みに影響する
ため、レイリー数などの対流の基本パラメータのみなら
ず、外核内対流構造、ひいてはダイナモ過程や磁場の強
さなどに影響を及ぼす可能性が高い。
我々の研究グループでは、プロジェクトメンバーの陰
山聡教授（神戸大学）が開発した、「インヤン（Yin-Yang）
格子」によるダイナモモデルを用いて、地球シミュレー
タによるダイナモシミュレーション研究の成果を発表し
てきた (e.g., [1-2])。インヤン格子は、球座標において北
極と南極に存在する座標特異点を回避して高効率計算を
実現する。しかしながら、原点上の座標特異点について
は避けることができていなかった。最近、陰山教授によ
りインヤン格子が拡張され、r=0の原点も含めて計算す
ることができる新しい計算格子「インヤンゾン（Yin-Yang-
Zhong）格子」の開発に成功した（図 1）[3]。そのため、
内核内の磁場の時間発展も解く事が可能になった。

 本研究の目的は完成したばかりのこのインヤンゾン格
子をダイナモシミュレーションに応用し、地球を含む惑星
の内核が惑星磁場の形成に与える影響を明らかにするこ
とである。本研究ではインヤンゾン格子による最初のプ
ロダクトランとなる課題として、内核の影響をより明瞭
に見る事が出来ると期待される、内核半径がコアの全半
径の 9割を占めるような場合でのダイナモ問題に取り組
んだ。内核は地球の冷却とともに成長し続けているので、
これは未来の地球の姿と言える。また地球よりもサイズ
の小さな水星、もしくは近年続々と発見されている系外
惑星で高年齢の惑星などでは冷却の進行によりこのよう
な巨大内核を持っている可能性が考えられ、そのような
惑星の磁場の理解にもつながる。年老いた系外惑星の場
合、それらが持つ磁場の強さや構造について知見が得られ
れば、磁場の観点から見たそれらの惑星のハビタビリティ
に関してもヒントが得られるのではないかと期待される。

地磁気発生のメカニズムは、外核を南北方向に貫く対
流柱 [4]あるいは対流シート [1]が形成される事と密接に
関わっている（図 2）。そして内核の南北領域（Tangential 
Cylinderと呼ばれる、以後 TCと略記）ではほとんど流れ
が存在しない。しかしながら、このような薄い外核球殻
では、その形状からこれらのような大局的な柱状構造は
形成し得ず、Tangential Cylinder内の流れがどのようにな
るかも不明である。そのため対流の素過程、およびダイ
ナモが生じればそのメカニズムについて、新たな知見が
得られる事が期待される。

2.	 方法
インヤンゾン格子 [3]を用いたダイナモシミュレーショ

ンコードにより、外核内でMHD方程式を、内核内で磁場
の散逸方程式を解く。本課題ではいくつかのケースについ
て計算を行ったが、そのうち case（a）レイリー数 Ra（対
流の活発さを表す無次元パラメータ）=3× 104、エクマン
数 Ek（粘性力 /コリオリ力）=3.3× 10-3、磁気プラントル
数 Pm（粘性拡散係数 /磁気拡散係数）=30、メッシュ数
51× 258× 770× 2（インヤン部分）＋ 906× 906× 906（ゾ
ン部分）、case（b）Ra=3× 105、Ek=1.1× 10-3、Pm=10、メッシュ
数 71× 514× 1538× 2＋ 1266× 1266× 1266、以上のケー
スについて結果を簡単に紹介する。

3.	 結果
各々のケースにおける核内全体の対流運動及び磁気エ
ネルギーの時間発展の様子を図 3に示す。どちらのエネ
ルギーも飽和レベルになるまで計算が行えている。どの
ケースにおいても、磁場が指数関数的に強められ、維持
されている（ダイナモ過程が生じている）。

計算時間の目安となるのが運動及び磁場の散逸時間で
あるが、それらはシミュレーション内の時間単位でそれ
ぞれケース (a)では 15及び 4591、(b)では 48及び 4810で
ある。（運動散逸時間は外核の厚さで、磁場散逸時間は核
の全半径を用いて評価している。）これらより本稿執筆現
在、運動散逸時間よりも充分に長く計算が行えている。
計算時間ステップ数はケース (a)で約 390万ステップであ
る。今後さらに可能な限り、磁場散逸時間に近づくまで
時間積分を実施する予定である。
対流の温度場の様子を図 4、図 6に示す。図 4は内核

図 1 (a)インヤン格子、(b) インヤンゾン格子。

図 2 (a) 厚い外核球殻（現在の地球）。(b) 薄い外核球殻。

図 3 パネル aは case (a)、bは case (b)のケースの、全対流運動
エネルギー（赤）と全磁気エネルギー（青）の時間発展の
様子。
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－外核境界付近の球面上における温度場を赤道方向から
見たものである（z軸が自転軸で、正の方向が北方向であ
る）。これを見ると中緯度付近では、南北に伸びた縦長の
セル上の構造が卓越している事が分かる。レイリー数が
大きい Case Bの方が、やや薄いセルになっている。内核
がコア半径の 90%と非常に大きな状況でも、ある程度回
転が強い（Ekが 1よりかなり小さい）と、中緯度付近で
はこのように南北に伸びた構造が形成される事が分かっ
た。だたし対流柱のような構造とは少し異なり、例えば
図 5（渦度の回転軸方向成分の等値面）の Case Bを見ると、
南北に一様な構造があるわけではなくより細かい構造に
分割されている。Case Aではある程度南北に貫かれた構
造が見られるが、おそらく球殻が非常に薄い事を反映し
て柱というよりも弧状の構造になっている。
図 6は図 4に示されている温度場を、北極方向から見
たものである。これは内核が小さい（現在の地球のような）
場合の結果と大きく異なり、TC内にも活発な対流が起
こっている事が分かる。形状は（中緯度と異なり）粒状

で、Case Bの方がより細かいセルの対流構造になってい
る。このように巨大内核を持つ場合は TC内にも、TC外
とは構造が異なる、活発な対流が生じうる事が分かった。
図 7および 8は、コア－マントル境界上における、磁

場の動径方向成分（Br）を見たものである。図 7は赤道
方向から、図 8は北極方向から見たものである。対流場
の構造を反映し、中緯度付近では対流セルに沿った形の
磁場構造が、TC内では細かい粒状の磁場構造が見える。
TC内では Case Bの方が強い磁場が形成されている。

4.	 まとめと今後の課題
巨大な（コア半径の 90%）内核を持つ場合、従来の地
球ダイナモモデルのような厚い外核球殻の場合と異なり、
TC内にも TC外とは異なる構造を持つ、活発な対流構造
が生じることが分かった。TC外（中緯度）の対流も、（特
に高レイリー数では）ある程度南北方向に沿ってはいる
が対流柱とは異なり細かく分裂した構造が見られる。
対流構造が中緯度と高緯度で非常に異なるため、ダイ
ナモ過程も中緯度と高緯度それぞれで異なっている可能
性がある。今後、流れ場と磁場の相互関係などを詳細に
解析する事で、巨大内核を持つ場合におけるダイナモ過
程がどのようなものかを明らかにしていく予定である。
また、磁場の大規模構造を議論するには、最低でも磁場

散逸時間程度までの時間積分が必要になるので、今後も継
続して計算を進めていく。その計算結果から、内核内も含
めた磁場構造についても詳細に解析していく予定である。

図 4 外核－内核境界付近の球面上の温度場（赤道方向から見た
もの）。

図 5 渦度の回転軸方向成分の負の値の等値面（赤道方向から見
たもの）。

図 6 図 4の温度場構造を、北極方向から見たもの。

図 7 コア－マントル境界上の磁場の動径方向成分（赤道方向か
ら見たもの）。

図 8 図 7と同様の球面を北極方向から見たもの。
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1. Introduction
The geomagnetic fields protect the surface of the Earth from 

the solar wind or cosmic rays.  So understanding of the producing 
and maintaining process of planetary magnetic fields will be one 
of the important points to understand the habitability of the planet.  

The core in the Earth or terrestrial planets is composed 
of metal (mainly irons).  The outer core is fluid, and the 
inner core is solid.  The convection occurs in the outer core 
because the core is cooled by the mantle convection through 
the core-mantle boundary.  The planetary magnetic field is 
produced and maintained in the outer core through MHD 
(magnethydrodynamics) dynamo process.  By the process, 
convection energy is converted into magnetic energy.

To study the planetary dynamo process, or the relation 
between convection and magnetic fields, the strength or structure 
of magnetic fields and so on, it is necessary to solve the MHD 
equations.  The MHD equations are non-linear simultaneous 
partial differential equations with eight independent variables, 
and analytically solving is almost impossible except for very 
special situations.  So numerical simulations by super computers 
is one of the powerful tool to study the planetary dynamos.  
However, even by the today’s super computers, numerical 
simulations of planetary dynamos are very difficult because the 
core in planets is under extreme physical situations.

In this project we focus on the role of the inner core on 
planetary dynamos, especially the case of huge size inner 
core.  The inner core size increases as the cooling in the Earth 
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progresses, so this is the situation of the future Earth.  In 
addition, small size planets like the Mercury, or old exoplanets 
may have such the large inner core.  Thus, we expect that this 
study is useful to understand the dynamo process and magnetic 
fields of those planets.  

Our group published research results of numerical 
simulations of geodynamo by using the Earth Simulator [e.g., 
1-2] with Yin-Yang MHD dynamo code developed by Prof. A. 
Kageyama (Kobe University).  The Yin-Yang MHD dynamo 
code can efficiently calculate the MHD equations on spherical 
coordinate by avoiding the singularity points on the polar axis.  
However, the code cannot solve the equations including the 
origin of coordinates.  Recently, Prof. Kageyama developed 
the new MHD dynamo code, Yin-Yang-Zhong (YYZ) MHD 
dynamo code [3], which can solve MHD equations including 
the origin of coordinates.  In this project we use this new code, 
which can solve the time development of magnetic fields in the 
inner core.  

2. Models
By using the YYZ MHD dynamo code [3], MHD equations 

are solved in the outer core and the diffusion equation of 
magnetic fields is solved in the inner core.  The radius of the 
inner core is 90% of that of the core.  Here we introduce results 
of the two cases as follows. The case a is, the Rayleigh number 
Ra=3×104, the Ekmanu number Ek=3.3×10-3, the magnetic 
Prandtl number Pm=30, the mesh number 51×258×770×2 
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(Ying-Yang part)+906×906×906 (Zhong part).  The case 
b is, Ra=3×105, Ek=1.1×10-3, Pm=10, the mesh number 
71×514×1538×2+1266×1266×1266. 

3. Results
The time development of total kinetic (red) and magnetic (blue) 

energy in the core is shown in Fig. 1.  In both cases, both energies 
are saturated.  The magnetic energy is exponentially strengthened 
and nonlinearly maintained (the dynamo process occurs).

The temperature distribution near the boundary between 
inner and outer core is shown in Figs. 2 and 4.  In Figure 2, 
the structure is viewed from equatorial direction (z direction is 
rotation axis, and positive direction is north).  In low and mid 
latitude, the convection cells which are elongated to north-
south direction are seen.  The cell scale in case b (high Ra 
case) is somewhat thinner than that in case a.  The z component 
of vorticity is shown in Fig. 3 by isosurfaces (negative value 
isosurfaces).  It is somewhat different from the convection 
column seen in geodynamo models [4], especially in case b.  
Although the structure is elongated in z direction, the structure 
is divided into small parts. 

Figure 4 shows the same temperature distribution shown in 
Fig. 2 but viewed from north direction.  In contrast to results 
of small inner core cases like the Earth, active convection 
occurs inside the TC (high latitude region).  The convection 
cell size in case b is also somewhat smaller than that in case a.  
The convection structure is like granular cells, and is different 
from that in low and mid latitude shown in Fig. 2.  The radial 
component of magnetic fi elds refl ect the convection structure in 
Figs. 2 and 4, and is also different between inside and outside TC.

4. Future plans
The dynamo process may be different between inside and 

outside TC because the convection structure between them is 
totally different as shown.  Through detail comparisons between 
flow and magnetic fields, we would like to make clear the 
dynamo process in the case with the huge inner core.  

Now the integration time is much longer than the kinetic 
diffusion time but shorter than the magnetic diffusion time (here 
the kinetic diffusion time is evaluated with the shell thickness 
of the outer core, and the magnetic diffusion time is evaluated 
with the total radius of the core).  To discuss the large scale 
magnetic fi eld structures, time integration which is longer than 
the magnetic diffusion time is necessary.  We have continued 
the calculation to discuss the large scale magnetic fi eld structure 
including the structure inside the inner core. 
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Fig. 3 The isosurface (negative value) of z component of vorticity 
viewed from equatorial direction.

Fig. 4 The same as Fig. 2, but viewed from north.

Fig. 2 The temperature distribution on the surface near the inner and 
outer core boundary viewed from the equatorial direction.  The 
positive z direction is north. 

Fig. 1 The time (horizontal axis) development of total kinetic (red) and 
magnetic (blue) energy in the core.
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1.	 背景と目的
乱流鉛直混合は大規模な海洋循環を制御する重要な物
理過程の一つであり、熱や物質の輸送を通じて、物質循
環・生態系を含む気候システムの維持・変動機構とも深
く関わっている。したがって、鉛直混合の実態解明とそ
の役割の評価は、海洋学における最重要課題の一つであ
ると同時に、より広範な地球科学的観点からも大きな意
義を持つ。このような背景で、観測・理論・数値シミュレー
ションなど、様々な手法を用いて活発な研究が進められ
ているが、未解明な部分も多く残されている。本研究では、
観測と数値モデル双方の優位性を活かすことが可能な四
次元変分法データ同化手法を応用した先進的なデータ統
合実験を通じて、鉛直混合が海洋循環・物質循環の維持
に果たす役割を再評価すること目的とし、鉛直混合に関
わる未知パラメタを最適化するシステムを構築する。こ
れによって得られる生物化学変量まで含んだ全球全層の
海洋観測データを統合したデータセットは、海洋環境変
動研究、特に力学解析などを含む変動メカニズムの解明
に有用であり、海洋立国日本として期待されている、観
測機器・大型計算機をはじめとする先進のファシリティー
を利用したユニークな海洋環境変動研究に資する。

2.	 データ統合のアプローチ
四次元変分法データ同化とは、数値モデルを用いて、

観測データを力学的に時空間補間する高度なマッピング
手法である。我々のグループでは、この手法を応用した
データ統合システムを用い、過去に得られた水温・塩分
等の膨大な海洋観測データと整合的な長期海洋環境再現
データセット（ESTOC）を作成し、その解析を通じて気
候変動に関わる海洋変動のメカニズム解明に取り組んで
いる。得られた統合データセットは、表層から深層まで、
様々な時空間変動をよく再現していることが確かめられ
ている。このように、深層まで含めた全層における全球

長期データ統合実験が可能な本システムは、世界的にも
稀有である。本研究では、このシステムを基に、観測デー
タを活用して拡散係数を最適化するというアプローチで
データの統合を実施する。この際、四次元変分法随伴法
データ同化手法を応用することで、力学的に矛盾しない
解析値を創生する。随伴方程式から得られる拡散係数に
関する感度と実際の海洋混合観測を直接リンクさせる全
球規模のデータ統合スキームはこれまでに例を見ない。

3.	 主な成果
鉛直混合の主なエネルギー源は、風と潮汐である。まず、

潮汐モデルから推定される現実的な潮汐エネルギー分布を
元に、鉛直拡散係数を算出する複数のモデルコンポーネン
トを、データ統合システムで用いる数値モデルに組み込ん
だ（図 1）。これにより、エネルギー論的に信頼性のより
高いシミュレーション実験が可能となり、観測によって得
られた乱流エネルギー散逸率を取り込む基盤を確立した。

海洋鉛直混合観測データを用いた全球海洋環境再現実験

課題責任者
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四次元変分法データ同化手法を応用し、近年増加しつつある鉛直混合観測データを活用して、これまでの水温、塩分
等の海洋観測データに加え鉛直混合観測データにも整合するような海洋環境再現を可能とするシステムを構築する。鉛
直混合観測は、限られた海域にしかないが、その情報は力学的に海洋循環に直結する為、きわめて有用である。この物
理量を加えてデータ統合を行うことで、これまでの海洋循環像がどのようにリバイスされるかを明らかにする。このこ
とにより、海洋の熱・物質輸送に関する理解を深めることができる。

キーワード： 気候変動 , 海洋混合 , データ同化

図 1 新たな数値モデルにおける 2500m深の鉛直拡散係数（cm2/s）。
潮汐エネルギー散逸を反映して、海底地形近傍で強い拡散
が生じている。
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次に、水温・塩分等の観測データに対する、鉛直拡散
係数の感度を計算する随伴モデルを作成した。随伴モデ
ルは、四次元変分法を用いたデータ統合システムの根幹
を成すコンポーネントである。図 2に、この随伴モデル
を用いて計算された現実の水温塩分データに対する鉛直
拡散係数の感度を示す。この図は、観測データから評価
された、図 1に対応する鉛直拡散係数の修正に関する情
報をしめしており、この深度では、海底地形に起因する
ように見える組織的な感度がみてとれる。
この事は、潮汐混合スキームに用いられている未知パ
ラメタを制御変数として最適化を行うという方針により、
データ統合システムによる海洋環境場の再現性を向上し
うる事を示唆している。図 3は、各モデルパラメタの感

度である。試験的に編集した現実の水温塩分データに対
する結果であり、その解釈については注意が必要だが、
データ統合システムの根幹をなす随伴モデルが完成し、
実際の観測データを適応してパラメタ感度を得た事は大
きな成果である。

4.	 統合データセットの作成
乱流エネルギー散逸率の観測項および潮汐混合スキー
ムのパラメタの背景項をデータ統合に用いる評価関数を
システムに組み込み、共役勾配法等の最適化に用いるス
キーム等の整備もほぼ完成している。現在、鉛直混合観測
データのデータ処理を進めながら、統合データセットの
プロトタイプを作成する計算の最終調整を実施している。
今後は、このシステムを用いたデータ統合実験を試験
的に進めながら、最適化プロセスの精緻化を行うことで、
乱流観測を含む全球海洋観測をベースとした鉛直拡散係
数に関するパラメタの最適値を得る。このパラメタを用
いた計算結果がすなわち統合データセットとなり、その
解析を通して、これまでの海洋循環像がどのようにリバ
イスされるかを明らかにし、現実の海洋循環における鉛
直混合の役割を再評価する予定である。

5.	 謝辞
本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金「新
学術領域研究（研究領域提案型）」　領域番号 4702、
KAKENHI15H05817/H05819の支援を受けて行われました。

図 3 水温塩分の歴史的観測データに関する 2500m深の鉛直拡散係数の感度から計算された潮汐混合スキームに用いられている未知パ
ラメタの感度。この情報を用いて統計的に最適化パラメタを評価する。

qsub*                                                 Γ*                                                    a*

qsuper*                                                 h*                                                    b*

図 2 歴史的水温塩分データに関する 2500m深の鉛直拡散係数
（cm2/s）の感度。
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1. Introduction
Ocean mixing is key dynamics which determine how oceanic 

gyres and circulations are formed; in particular meridional 
overturning circulations are. Recently, the number of direct and 
indirect observations for the ocean mixing is getting increasing. 
Within this background, an ocean state estimate with such new 
observations is focused on. 

Here, we have constructed a new data synthesis system 
applying a 4D-VAR adjoint method, which can provide an 
improved state estimation to which recent ocean mixing 
information is incorporated.

2. Data Synthesis System
Estimated State of global Ocean for Climate Research 

(ESTOC) system is used as a basic platform ([1]Osafune et al., 
2015, [2] Doi et al., 2015). 

The used OGCM is version 3 of the Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory (GFDL; NOAA, USA)Modular Ocean 
Model (MOM3) ([3] Pacanowski and Griffies, 2000). This is a 
quasi-global model covering the region between 75◦S and 80◦N. 
The horizontal resolution is 1◦ in both longitude and latitude and 
involves 45 levels. 

The data synthesis method is based on 4D-Var. An adjoint 
approach is applied for physical parameters, a Green's function 
approach ([4] Menemenrlis et al., 2005) biogeochemical ones.

3. Results
Figure 1 shows spatial distributions of adjoint sensitivity of 

model mixing parameters to a historical ocean temperature and 
salinity observations. The allover pattern of some sensitivity 
is seemingly related to bottom topography, which is largely 
consistent with previous studies. (e.g., [5] Liu et al., 2014). 

This sensitivity is useful and essential model variable to 
integrate mixing observations since it clearly shows information 
to reduce cost values in the 4D-VAR data synthesis system.

4. Discussions
Our system can provide a prototype dataset, which is useful 

for dynamical analysis of global changes in conjunction with 
ocean circulations and gyres to re-access the estimation for 
oceanic heat and mass transports. It should contribute to better 
understanding of global changes.
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this distributions. 
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1.	 はじめに
地球シミュレータの平成 27年度第 2期特別推進課題は

平成 27年 10月から平成 28年 1月にかけて実施された。
特別推進課題の推進と地球シミュレータの運用管理を行
う地球情報基盤センターでは、各課題に対する利用高度
化と運用管理面からの技術支援を全面的かつきめ細やか
に行い、研究促進と成果創出に貢献した。以下では、そ
の技術サポートの概要と種々の技術的なトピックスを述
べる。

2.	 技術支援の詳細
2.1	 各課題と技術サポート担当
表 1に示すように各特別推進課題に 1名の担当者を設

定して、技術サポートにあたった。
各課題の研究目標や学術的詳細については、各課題か
らの報告をご覧いただきたい。
技術支援として、利用プログラムの地球シミュレータ
への移植、計算結果確認、性能評価、高速化、効率的な
プログラムの実行条件調査、ジョブスクリプト作成支援
などを行った。運用上のジョブ数制限や実行時間制限な
どの各種利用制限の緩和のほか、利用上の疑問点や不具

合にも随時対応して、効率的な研究実施環境の維持・向
上にも努めた。このように、プログラム実行前からプロ
ダクトラン、後処理に至るまで、全面的かつきめ細かな
技術支援を行った。

2.2	 課題 #1「複数の次世代非静力学全球モデルを
用いた高解像度台風予測実験」への技術支援

本課題では第 1期に引き続き、気象研究所が開発した
DFSM、海洋研究開発機構と東京大学、理化学研究所が開
発した NICAM、海洋研究開発機構が開発したMSSGの 3
つの次世代非静力学全球モデルを使用して、水平解像度
約 7kmで全球高解像度実験を行う。この課題の利用プロ
グラムに関する移植や最適化等は第 1期で終了したため、
今期は、基盤システムグループの協力の下、以下のポス
ト処理に注力して支援を行った。
・ NICAMの出力データを正 20面体格子から緯度経度
格子に変換するポスト処理環境を提供した。

・ zlibによる圧縮に対応した NetCDF環境を地球シミュ
レータ上に作成し提供した。

・ 可視化動画を課題メンバーで共有するためのWeb
サーバについて、適宜設定した。

特別推進課題に対する技術サポート報告

課題責任者

上原　　均 海洋研究開発機構　地球情報基盤センター情報システム部計算技術グループ

著者

齋藤　友一 *1，池田美紀子 *1，今任　嘉幸 *1，上原　　均 *1
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地球シミュレータの平成 27年度第 2期特別推進課題に対して地球情報基盤センターが実施した技術サポートについて
報告する。
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表 1　各特別推進課題と技術支援担当者の一覧

No. 課題代表者・所属 課題タイトル 担当

#1
竹内　義明
気象庁　気象研究所

複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風
予測実験

池田美紀子

#2
坪井　誠司
海洋研究開発機構 地球情報基盤センター

ESの全ノードを用いた全球地震波形計算による地球内部
構造の解明

今任　嘉幸

#3
宮腰　剛広
海洋研究開発機構 地球深部ダイナミクス研究分野

内核を取り込んだ新しい地球ダイナモシミュレーション 今任　嘉幸

#4
増田　周平
海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター

海洋鉛直混合観測データを用いた全球海洋環境再現実験 齋藤　友一
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2.3	 課題 #2「ES の全ノードを用いた全球地震波形
計算による地球内部構造の解明」への技術支援

本課題では第 1期に引き続き、より現実的な地球内部構
造モデルを仮定した全球を伝播する理論地震波形を地震
波の周期１秒の精度で計算する。この課題ではスペクトル
要素法の計算プログラムである SPECFEM3D_GLOBEを用
いて地球シミュレータの 5,046ノード（20,184コア）で周
期 1秒の精度での理論地震波形計算を行う事を目指した。
研究目標の達成に必要なクラスタ間 MPI通信は、第

1期の技術サポート報告 [1]でふれているため省略する
が、今期はその並列実行機能を検証、改良した。検証
はシステムメンテナンス期間中や拡張クラスタを占有
して実施した。TCP/IP通信が増えるとストリームバッ
ファ枯渇が発生するため、特別版カーネルを作成した。
SPECFEM3D_GLOBEのストリームバッファ使用状況を確
認し、ストリームバッファ枯渇が発生せず、かつ OSが起
動できる限界までカーネルを改良した。5,046ノードで検
証した際の実行環境を以下に示す。
・ NPROC=58（使用ノード数 =5,046　MPIプロセス数

=20,184）
・ NEX=464, RLIM=0.01
・ 論理山数：50（演算 101＋通信 1）× 46山 ＋（演算

100＋通信 1）× 4山
検証の結果、メッシュ生成は 1,547秒、ソルバー実行は

5,422秒で完走した。しかし、最終目標である NEX=3,712
の計算では通信量が更に増え、特別版カーネルを用いて
もストリームバッファ枯渇は避けられず、SPECFEM3D
の完走を実現することはできなかった。

2.4	 課題 #3「内核を取り込んだ新しい地球ダイナ
モシミュレーション」への技術支援

本課題では、これまで地球ダイナモシミュレーション
で用いていた Yin-Yang格子 [2]を拡張した、r=0の原点
上の座標特異点も含めて計算することができる Yin-Yang-
Zhong格子 [3]という新しい計算格子系で、大規模な地球
ダイナモシミュレーションを地球シミュレータで初めて
実施する。

Yin-Yang-Zhongコードでは、地球内部全体を球座標格
子に基づく Yin-Yang格子と、カーテシアン格子に基づく
Zhong格子で構成する。Yin-Yang格子は Yinと Yangの 2
つの領域で構成され、全く同じ領域分割をするため、必
ず 2の倍数のプロセス数を使う。 Zhong格子の領域分割
は x, y, z軸方向の 3次元分割まで対応する。
本課題への技術支援においては、まず Yin-Yang-Zhong
コードに対して、未初期化チェックと配列外参照チェッ
クによる動作確認と計算結果確認を実施した。
次いで FlatMPI並列と Hybrid並列実行での性能評価を

実施した。FlatMPIはノード内 4プロセス、Hybridはノー
ド内 1プロセス 4スレッドで実行した。256ノード以上の
大規模実行では FlatMPI並列の方が若干高速であったが、
大きな計算時間の差異はなく、各プロセスからの分散ファ
イル I/O対応を考慮し、Hybrid並列での利用を提案した。

さらに Yin-Yang-Zhongコードは、Yin-Yang格子と Zhong
格子のプロセス数の配分や、Zhong格子の空間領域分割の
方法によって、計算負荷が大きく変わる。そこで Yin-Yang
格子と Zhong格子のプロセス数の配分や、3次元領域分
割の各軸の分割数を変えながら計算時間を測定した。実
行条件としてノード内プロセスは 1, ノード内スレッドは
4, Zhongの x軸分割数は 1と固定して測定した。表 2に測
定結果例を示す。測定結果を基に、計算リソースと計算効
率、4カ月間という限られた研究実施期間を考慮し、実計
算には 512ノード実行を提案した。目標とする計算はオリ
ジナルコードでも達成可能なため、チューニングは実施し
ないこととした。

表 2　Yin-Yang-Zhongコードの性能計測結果

Node数
Zhong分割数 プロセス数

RealTime 
(sec)

y軸 
分割数

z軸 
分割数

Zhong Yin- Yang

128 8 8 60 68 1,484.237 
256 8 8 60 196 1,135.151 
256 8 16 116 140 1,082.038 
512 8 16 116 396 832.972 
512 16 16 224 288 893.660 
1024 16 16 224 800 781.446 

2.5	 課題 #4「海洋鉛直混合観測データを用いた全
球海洋環境再現実験」への技術支援

本課題では、四次元変分法海洋同化システム（MOM_
da）に鉛直混合観測を直接取り入れられる新しいデータ
統合スキームを完成させることが目標であった。データ
統合スキームを完成させるため、計算モデルに新しい計
算コードの実装、制御変数をファイルで受け渡す入出力
環境の整備を行った。また、新しい計算コードについて
高速化を実施した。新しいシステムを完成させるため、
課題メンバーとの打合せにより、以下のように機能の実
装、モデルの動作検証および高速化作業を進めていった。
まず利用システムに対して未定義変数、配列外参照、初

期化漏れのチェックを行い、適宜修正した後に、課題メ
ンバーが新たに作成したモデル拡散係数をアジョイント
変数とする計算コードの組込みとその動作確認を行った。
次に新しい計算コード部分の性能分析を行い、高速化
を行った。高コストのサブルーチンについて部分ベクト
ル化の解消を行ったところ計算時間を 2009秒から 186秒
に短縮することができ、約 10倍の高速化を達成した。
さらに、これまでの計算モデルでは制御変数によるデー

タ受け渡しを行っていたが、新たに外部入出力ファイルか
ら取り込めるように機能を実装し、その動作を検証した。
最後に、これまでのモデルに鉛直混合観測データ統合
実験を実装するための計算コードの組込みを行って動作
検証し、コードの微修正の上、完成した。
上記作業を経て、本課題では、新しい計算コードの実

装、データ入出力周りの実装および高速化作業を行いデー
タ統合スキームのシステムを完成させた。
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3.	 おわりに
特別推進課題は、限られた期間内、限られた人的リソー

スの中で、新 ESで画期的なサイエンスとしての成果を出
さなければならない、という非常に強いプレッシャーの
もとで実施された。その中でサポート要員も従来以上に
業務で創意工夫し、技術的な知見を深めた。これらは今
後の特別推進課題や他の課題の技術サポートに活かして
いきたい。
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1. Report
Strategic project with special support is a short-term project 

spanning four months. Significant results were achieved using 
the state-of-the-art supercomputer, the Earth Simulator. To 
deliver significant results within a limited period, technical 
support in all aspects of high performance computing played an 
important role.

Technical staff took charge of the support for each project (as 
shown in the Table.1). The technical staff proactively provided 
support for all aspects of the research project implementation.

Project #1 aims to perform high-resolution calculations with 
three global 7-km mesh nonhydrostatic atmospheric models, 
from the previous period. These models have been already 
ported to the Earth Simulator and optimized in the previous 
term. Therefore, technical support for project #1 in this period 
has been focused on post processing, as follows:

• Supplying post processing environment for conversion 
from icosahedral mesh to lat-lon mesh

• Supplying the NetCDF library, including the compression 

function, on the Earth Simulator
• Setting up the Web server for sharing images and 

animations among project members
Project #2 aims to compute the theoretical seismic waveform 

with the program SPECFEM3D_GLOBE using 5,046 nodes 
(20,184 cores) of the Earth Simulator. The Earth Simulator 
comprises seven clusters; Message Passing Interface (MPI) 
communication is available in each cluster. The project needed 
the MPI communication beyond the clusters. We realized 
special MPI implementation only for this project. We also made 
a special OS kernel to avoid overflowing stream buffers that 
were used in special MPI implementation. To avoid overflow, 
a large number of stream buffers are required. The special OS 
kernel maximizes the number of assigned stream buffers on 
limited memory space. As a result, even though the target scale 
simulation was aborted because of the maximally assigned 
number of stream buffer was not enough to avoid overflow, a 
small-scale simulation with inter-cluster communication was 
completed.
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Table 1  Each Project and Support Staff

No. Project Name Name of Support Staff 

#1
High Resolution Typhoon Prediction Experiments using Multiple Next-generation 
Nonhydrostatic Global Models

Mikiko Ikeda

#2 Global Seismic Wave Simulation Using Full Nodes of the Earth Simulator Yoshiyuki Imato

#3 Geodynamo Simulation with the Inner Core Yoshiyuki Imato

#4 Global Ocean State Estimation by using Oceanic Vertical Mixing Observations Yuichi Saito
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The objective of Project #3 is to conduct the first trial of 
the large-scale geodynamo simulation using a new grid system 
called the Yin-Yang-Zhong grid on the Earth Simulator. 
First, we checked that the program is clean as regards to non-
initialization and out-of-bound array access. Next, we evaluated 
the parallel programming performance for both hybrid and flat 
MPI. Based on the results, we recommended a hybrid parallel 
programming model because there was no difference in terms 
of the elapsed time; moreover, the file operation cost can be 
reduced. Furthermore, we evaluated its scalability and suggested 
512 MPI × 4 OpenMP, as the optimal configuration.

Project #4 aims to complete the new data consolidation 
scheme, which can directly use vertical mix observation data, on 
the 4-dimensional variational ocean assimilation system, called 
MOM_da. The completion requires the implementation of new 
computation code and additional input/output functions. First, 

we ensured that MOM_da is clean. Next, we optimized the 
new computation code that integrates oceanic vertical mixing 
observations data into the assimilation system. The optimized 
code is 10 times faster than that before optimization. We 
also implement additional input/output functions. Finally, we 
integrated new functions into the MOM_da system.

By providing support for each project, the support staff 
gained high-level technical knowledge. We will make full use 
of this knowledge to support other research projects.

Acknowledgement
All project members accepted meetings with us, even though 

the meetings were frequent. The Director, Mr. Tsukakoshi, and 
the Earth Simulator operation staff in CEIST strongly supported 
projects from the aspect of system administration. The NEC 
staff were invaluable to the in successfully providing support. 
We are deeply grateful to them.




