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内容内容

 気象・気候モデル気象・気候モデル
 そもそも何か？そもそも何か？
 大気大循環モデル大気大循環モデル

 方程式系は？方程式系は？
 高解像度での大きな問題：極問題高解像度での大きな問題：極問題

 歴史を振り返り、同変遷してきたか？歴史を振り返り、同変遷してきたか？
最近最近はどうか？はどうか？

 解法（解法（NICAMNICAM力学過程を中心に）力学過程を中心に）
 水平方向離散化水平方向離散化

 正正2020面体格子面体格子

 システム方程式の解法システム方程式の解法
 NICAMNICAMを例にあげてを例にあげて

 時間積分方法時間積分方法
 並列計算並列計算

 全球モデル全球モデルNICAMNICAMでのでの計算例計算例
 MJOMJO、、TCTC



気象・気候モデル気象・気候モデル

 数値予報モデル（短期予報）数値予報モデル（短期予報）

 日々の天気予報日々の天気予報
 一週間程度一週間程度

 例：気象庁例：気象庁

 気候予測モデル気候予測モデル

 将来の地球の気候を予測将来の地球の気候を予測
 数数1010年、数年、数100100年程度年程度

 例：例：IPCCIPCCレポートレポート

–– 日本では、日本では、CCSR/NIES/FRCGC, MRICCSR/NIES/FRCGC, MRI

 必要なモデルコンポーネント必要なモデルコンポーネント

 大気大循環モデル、海洋大循環モデル、陸面モデル大気大循環モデル、海洋大循環モデル、陸面モデル

 ＋アルファ＋アルファ
 生態系モデル、大気化学モデル生態系モデル、大気化学モデル



大気モデルに必要なコンポーネント大気モデルに必要なコンポーネント

 力学コア力学コア
 流体力学部分流体力学部分

 基本的：基本的：NSNS方程式方程式
–– バリエーション様々バリエーション様々

 物理過程物理過程
 放射過程放射過程

 鉛直一次元方向のみの平行平板仮定鉛直一次元方向のみの平行平板仮定
 33次元放射次元放射

–– 重すぎるが、将来的には実装されるだろう。重すぎるが、将来的には実装されるだろう。

 乱流過程乱流過程
 大気境界層（大気境界層（11～～2km2km）での鉛直輸送が重要）での鉛直輸送が重要

 雲過程雲過程
 荒い格子の場合：統計的に扱う（雲パラメタリゼーション）荒い格子の場合：統計的に扱う（雲パラメタリゼーション）
 細かい格子の場合：一つ一つの雲を陽に取り扱う（雲解像）細かい格子の場合：一つ一つの雲を陽に取り扱う（雲解像）

 陸面過程、簡単海洋モデル（混合層モデル）陸面過程、簡単海洋モデル（混合層モデル）
 大気へ境界条件を与える。大気へ境界条件を与える。



力学過程の方程式系力学過程の方程式系

 基本は基本はNSNS方程式だが、鉛直方向の運動方方程式だが、鉛直方向の運動方
程式により２分される。程式により２分される。
 静力学平衡静力学平衡
比較的運動の水平スケールが大きな場合比較的運動の水平スケールが大きな場合OKOK！！
プリミティブ方程式系プリミティブ方程式系

–– 鉛直座標は鉛直座標はpp座標が一般的。座標が一般的。

–– 広く用いられている。広く用いられている。

 非静力学平衡非静力学平衡
運動の水平・鉛直スケールが同程度の場合運動の水平・鉛直スケールが同程度の場合
非弾性方程式系非弾性方程式系

–– 音波を含まない。音波を含まない。

弾性方程式系弾性方程式系
–– これぞ、これぞ、NSNS方程式方程式

現在主流



大気中の波および現象大気中の波および現象

 大気は回転成層圧縮流体大気は回転成層圧縮流体
 圧縮性圧縮性

 音波音波
–– 音波（高周波内部重力波）、ラム波音波（高周波内部重力波）、ラム波

 成層成層
 浮力による（低周波）内部重力波浮力による（低周波）内部重力波

–– exex 山岳波山岳波

 回転回転
 ロスビー波ロスビー波

–– 緯度によりコリオリパラメータが異なることによる緯度によりコリオリパラメータが異なることによる

 ケルビン波ケルビン波
–– 赤道にトラップされる重力波赤道にトラップされる重力波

 地衡風調節地衡風調節
 一部は重力波に、一部は回転運動に・・・一部は重力波に、一部は回転運動に・・・



全球モデルならではの難しさ全球モデルならではの難しさ

歴史を振り返りながら・・・歴史を振り返りながら・・・



大気大循環モデルの歴史（１）大気大循環モデルの歴史（１）

 黎明期（黎明期（19601960年代から年代から7070年代）年代）
 Phillips(1965)Phillips(1965)

最初の大循環モデルの数値実験最初の大循環モデルの数値実験

 米国でいくつかの緯度経度格子点モデルが開発米国でいくつかの緯度経度格子点モデルが開発
 GFDLGFDL（（ Smagorinsky, ManabeSmagorinsky, Manabe ））

 UCLA( Arakawa )UCLA( Arakawa )

 NCAR( KasaharaNCAR( Kasahara ））

 各現業センターで数値予報が始まる。各現業センターで数値予報が始まる。
例：日本の気象庁例：日本の気象庁19611961年から年から

基本的に中緯度の傾圧波の再現に焦点

気候モデルと天気予報モデルは異なった視点から開発
 天気予報モデル：高解像度で精度重視 短期積分
 気候モデル ：低解像度で保存則重視 長期積分



大気大循環モデルの歴史（２）大気大循環モデルの歴史（２）

 格子点法全盛期格子点法全盛期
 水平格子水平格子
緯度経度座標緯度経度座標
 直交座標系直交座標系

–– 解析容易解析容易

 離散化離散化
有限差分法有限差分法

 ArakawaArakawa格子格子
（（Arakawa 1966Arakawa 1966））
 AA--gridgrid // BB--gridgrid // CC--gridgrid

 そのほかのバリエーションそのほかのバリエーション
–– DD--grid, Egrid, E--grid, CDgrid, CD--grid,grid,

ZZ--gridgrid

 ArakawaArakawaスキームスキーム
 エンストロフィーの保存エンストロフィーの保存

–– 数値安定性数値安定性

 ArakawaArakawa哲学哲学



大気大循環モデルの歴史（３）大気大循環モデルの歴史（３）

 極問題の発生極問題の発生

 極問題とは？極問題とは？

数学的な極問題数学的な極問題
–– 緯度経度座標では、北極南極で速度の定義が出来ない！緯度経度座標では、北極南極で速度の定義が出来ない！

–– 北極での南北風、東西風って何？北極での南北風、東西風って何？

–– 極で計算点を配置しなければいい。極で計算点を配置しなければいい。

計算上の極問題計算上の極問題
–– 両極に経線が集中する。両極に経線が集中する。

–– 例：赤道例：赤道10km10kmの時、極数ｍの時、極数ｍ

–– 計算効率が悪い計算効率が悪い

–– 積分時、時間更新幅積分時、時間更新幅ΔtΔtが大きく取れない。が大きく取れない。

古くから指摘されていた。（Phillips 1957）
低解像度では大きな問題ではなかったが・・・・・

どう回避するか？（後述）



大気大循環モデルの歴史（大気大循環モデルの歴史（44））

 スペクトル法の台頭（スペクトル法の台頭（19701970年代以降）年代以降）
 スペクトル法って何？スペクトル法って何？

 空間場を波の成分に分解空間場を波の成分に分解
–– 例えば線形一次元波動方程式例えば線形一次元波動方程式

–– フーリエ変換するフーリエ変換する

–– 各波の振幅と位相を時間積分する各波の振幅と位相を時間積分する

 時間方向のエラーを除くと時間方向のエラーを除くと
位相誤差、振幅誤差が皆無位相誤差、振幅誤差が皆無

 球面上では？球面上では？
 球面調和関数で展開球面調和関数で展開

–– 経度方向にはフーリエ級数経度方向にはフーリエ級数

–– 緯度方向にはルジャンドル培関数緯度方向にはルジャンドル培関数
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大気大循環モデルの歴史（５）大気大循環モデルの歴史（５）

 スペクトル法ってすばらしい！スペクトル法ってすばらしい！
 精度：スペクトル精度精度：スペクトル精度

 切断波数の自乗が精度の次数切断波数の自乗が精度の次数
–– c.f.c.f. 差分法：２次、４次精度差分法：２次、４次精度

 球面調和関数ってすばらしい！！球面調和関数ってすばらしい！！
 球面を一様等方的に記述できる。球面を一様等方的に記述できる。
 すなわち、極問題を完全に克服。すなわち、極問題を完全に克服。

 なぜ、当初から用いられなかったのか？なぜ、当初から用いられなかったのか？
 計算が重い。計算が重い。

–– 一次元問題で、自由度一次元問題で、自由度NNのときのときOO（（NN22）で計算量が増える。）で計算量が増える。

 高速フーリエ変換の開発（高速フーリエ変換の開発（Cooley & TurkeyCooley & Turkey
19651965））
 実は数学者ガウスがアイデア実は数学者ガウスがアイデア??????
 OO（（NN22）） N log NN log Nで計算できる。で計算できる。

 これにより、格子点法は球面調和関数スペクトル法これにより、格子点法は球面調和関数スペクトル法
に完全にうちのめされた。に完全にうちのめされた。

格子点法暗黒時代へ
ただし、一部では、格子点法も使われていた

UCLA GCM(Arakawa) --- Arakawa哲学
UKMOも格子点法



大気大循環モデルの歴史（６）大気大循環モデルの歴史（６）

 近年（近年（19901990年代以降）年代以降）

 スペクトル法の問題点が指摘されるスペクトル法の問題点が指摘される

計算効率の問題計算効率の問題
–– ルジャンドル変換に高速変換が適用できない。ルジャンドル変換に高速変換が適用できない。

–– 結局、二次元問題で、切断波数結局、二次元問題で、切断波数NNに対して、に対して、O(NO(N33))

–– 最近の超並列計算機上で通信が多発。最近の超並列計算機上で通信が多発。

物理的な問題物理的な問題
–– 急激な変化を伴う分布（急激な変化を伴う分布（e.g.e.g.雲水の分布）雲水の分布）

–– リップルがでる。負の値でる。（リップルがでる。負の値でる。（GibbsGibbs現象）現象）

–– そもそも、ある点でのある値の時間発展において、そもそも、ある点でのある値の時間発展において、
地球の裏側の情報が使われるのは物理的におかしい。地球の裏側の情報が使われるのは物理的におかしい。

–– 究極的には無限大の速度で情報が伝わっていることに究極的には無限大の速度で情報が伝わっていることに
なる？なる？



大気大循環モデルの歴史（７）大気大循環モデルの歴史（７）

 格子点法の復権格子点法の復権
 離散化手法の見直しと新たな手法離散化手法の見直しと新たな手法

 有限差分法有限差分法 ------ 昔ながらの手法昔ながらの手法

 有限体積法有限体積法 ------ 保存則を重視保存則を重視

 有限要素法有限要素法 ------ 流体計算への応用流体計算への応用

 スペクトル要素法スペクトル要素法 ------ スペクトル法と有限要素法のいいとこどりスペクトル法と有限要素法のいいとこどり

 スペクトル体積法スペクトル体積法 ------ てのもある。てのもある。

 球面上の格子のとり方の研究球面上の格子のとり方の研究
 ReducedReduced 緯度経度格子緯度経度格子

 多面体格子多面体格子

 OversetOverset格子格子

 ひまわり格子ひまわり格子

 スペクトル法はどうなった？スペクトル法はどうなった？
 セミラグランジアン法の確立セミラグランジアン法の確立

 セミインプリシット法との併用で、セミインプリシット法との併用で、
スペクトル法も息をふきかえす。スペクトル法も息をふきかえす。

現代は
群雄割拠の時代



格子点法で克服するべき問題格子点法で克服するべき問題

 極問題（格子点法でつきまとう）極問題（格子点法でつきまとう）

 克服するには？克服するには？

球面準一様格子の採用球面準一様格子の採用
–– 緯度経度格子を修正してがんばる方法緯度経度格子を修正してがんばる方法

–– 全く別の格子系を採用する方法全く別の格子系を採用する方法

解法の工夫（格子は緯度経度座標のまま）解法の工夫（格子は緯度経度座標のまま）
–– 速い波（重力波、音波）は陰的に解く。速い波（重力波、音波）は陰的に解く。

–– 移流項は、移流項は、semisemi--LagrangianLagrangian法で解く。法で解く。

–– SemiSemi--Implicit SemiImplicit Semi--LagrangianLagrangian（（SISLSISL）法）法

 Monotonicity, ShapeMonotonicity, Shape--preservingpreserving
schemescheme

 移流問題において、リップルを出さない工夫。移流問題において、リップルを出さない工夫。



球面準一様格子（１）球面準一様格子（１）

 OversetOverset 格子格子(1)(1)
Two polar stereographicTwo polar stereographic
projectionprojection

–– 極に接し、半球を覆う矩形格子領域極に接し、半球を覆う矩形格子領域

–– 反対の極から球面へ投影反対の極から球面へ投影

–– 各半球に適用する各半球に適用する

 赤道域でオーバーラップ。赤道域でオーバーラップ。

 赤道の解像度は極の赤道の解像度は極の22倍。倍。

 Phillips(1957) :Phillips(1957) : オリジナルオリジナル

 Browning et al. (1989)Browning et al. (1989)

 PSUPSU--NCARNCAR モデル（モデル（MM5MM5）全球）全球
版（版（Dudhia & Bresch 2002Dudhia & Bresch 2002））



球面準一様格子（２）球面準一様格子（２）

 OversetOverset格子（２）格子（２）
YinYin--YanYan格子格子
ChimeraChimera格子格子

–– 二つの緯度経度座標格子をくっ二つの緯度経度座標格子をくっ
つける。つける。

 Kageyama & Sato(2004)Kageyama & Sato(2004)

 地球シミュレータセンターの全球地球シミュレータセンターの全球
非静力学モデルに適用。非静力学モデルに適用。

 OversetOverset格子の利点欠点格子の利点欠点

 領域モデルからの拡張が容易領域モデルからの拡張が容易

 OverlapOverlapしているところでの数しているところでの数
値的扱いに苦労。値的扱いに苦労。
（（Peng et al. 2006Peng et al. 2006））



球面準一様格子（３）球面準一様格子（３）

 ReducedReduced 格子格子
KuriharaKurihara格子格子

 緯度に合わせて経線を軽減する。緯度に合わせて経線を軽減する。

 Kurihara(1965)Kurihara(1965) オリジナルオリジナル
 多くの研究者が試みる。多くの研究者が試みる。

 結果：芳しくなかった結果：芳しくなかった

–– 位相誤差が大きく位相誤差が大きく
緯度方向に緯度方向にspuriousspuriousな輸送がな輸送が
起こる。起こる。

 近年、スペクトル法＋近年、スペクトル法＋semisemi--
LagrangianLagrangian法の時に威力発法の時に威力発
揮。（揮。（ECMWFECMWF））



球面準一様格子（４）球面準一様格子（４）

 Cubic gridCubic grid

 立方体の各面を分割立方体の各面を分割

 球面に投影球面に投影

 Sadourny(1972)Sadourny(1972) オリジナルオリジナル

 バリエーションありバリエーションあり
 Gnomonic projectionGnomonic projection

–– 直交しないが、比較的一様直交しないが、比較的一様

 Conformal projectionConformal projection

–– 直交するが、格子間隔が非一様直交するが、格子間隔が非一様

 現在では現在では
 大気大気 : McGregor(1997) model: McGregor(1997) model ------ CISROCISRO

 海洋海洋 : Adcroft et al.(2004): Adcroft et al.(2004) ------ MITMIT
Tsugawa et al.(2008)Tsugawa et al.(2008) ------ FRCGCFRCGC



球面準一様格子（５）球面準一様格子（５）

 Icosahedral gridIcosahedral grid
Geodesic gridGeodesic gridとも言う。とも言う。

 正正2020面体を分割面体を分割

 球面に投影球面に投影

 Sadourny(1968)Sadourny(1968)
/Williamison(1968)/Williamison(1968)がオリジナルがオリジナル

 当時は、当時は、wave # 5wave # 5問題で問題で
使い物にならなかった。使い物にならなかった。

 現在、改良されて使われている現在、改良されて使われている
 Majewski et al.(2002)Majewski et al.(2002) ------ DWDDWD現業モデル現業モデル

 Ringler et al.(2000)Ringler et al.(2000) ------ CSU AGCMCSU AGCM

 Tomita et al. (2001)Tomita et al. (2001) ------ FRCGC NICAMFRCGC NICAMへへ

 MPIMPIの新モデルでも採用される。（の新モデルでも採用される。（ICON projectICON project））



球面準一様格子（６）球面準一様格子（６）

 Fibonacci gridFibonacci grid
通称：ひまわり格子通称：ひまわり格子
 なぜなぜFibonacci?Fibonacci?

 螺旋のようになっているので螺旋のようになっているので
FibonacciFibonacci数列的数列的

 メリットは？？？メリットは？？？
 Swinbank & Purser(2006)Swinbank & Purser(2006)

 Mathematically idealMathematically ideal
generalization of the patternsgeneralization of the patterns
occurring naturally in the spiraloccurring naturally in the spiral
arrangement of seeds and fruitarrangement of seeds and fruit
found in sunflower heads andfound in sunflower heads and
pineapple.pineapple.



解法の工夫による極問題回避解法の工夫による極問題回避

 移流問題移流問題
 普通の差分法で解くと普通の差分法で解くとΔtΔtが著しく制約が著しく制約

 CFLCFL条件条件
–– 情報が隣のグリッドを飛び越して伝わってはいけない情報が隣のグリッドを飛び越して伝わってはいけない

–– Δt<Δx/UΔt<Δx/U

 SemiSemi--LagrangianLagrangian法で回避法で回避
–– 時間時間ΔtΔtだけ後には風上側どこの情報が運ばれてくるかを考えだけ後には風上側どこの情報が運ばれてくるかを考え

る。（る。（departure pointdeparture point））
–– Departure pointDeparture pointの値をの値をΔtΔt後の格子点（後の格子点（arrival pointarrival point）の値と）の値と

する。する。

 CFLCFL条件から逃れられる。条件から逃れられる。
–– かなり大きなかなり大きなΔtΔtが取れる。が取れる。

 そのほかの速い波（重力波、ラム波、音波）はどうすそのほかの速い波（重力波、ラム波、音波）はどうす
るか？るか？
 陰的に解く。陰的に解く。

 33次元の次元のHelmholtzHelmholtz方程式解かなければいけない。方程式解かなければいけない。
–– 高解像度では大変か？更に、緯度経度格子のような非一様格子で高解像度では大変か？更に、緯度経度格子のような非一様格子で
は収束が難しい。は収束が難しい。



スペクトル法とスペクトル法とSISLSISL法法

 SISLSISL法をスペクトル法に適用してはどうか？法をスペクトル法に適用してはどうか？
 実は、現在の主流。実は、現在の主流。(e.g.(e.g.気象庁気象庁GCMGCM、カナダ気象局、、カナダ気象局、ECMWF)ECMWF)

 その心は？その心は？
 HelmholtzHelmholtz方程式はスペクトル法ではお手の物方程式はスペクトル法ではお手の物

–– 波数空間上で、代数計算で済む。波数空間上で、代数計算で済む。

 SISLSISL法によりスペクトル法での格子は少なくて済む（法によりスペクトル法での格子は少なくて済む（linearlinear
格子）格子）
 非線形項（移流項）は格子上で解く非線形項（移流項）は格子上で解く

 スペクトルで解くべきは線形部分。スペクトルで解くべきは線形部分。

 非線形項によるエイリアシングエラー回避が不要。非線形項によるエイリアシングエラー回避が不要。

 更に、更に、reducedreduced 格子が使える。格子が使える。

ECMWFの取り組み
SISL＋Spectral method + reduced grid
= efficiency factor : 72



鉛直方向の解法鉛直方向の解法

 方程式系は？方程式系は？
 これまでこれまで

 Primitive equationPrimitive equation
–– 静力学近似静力学近似

 これから、これから、
 非静力学方程式系非静力学方程式系

 Deep atmosphereDeep atmosphere
–– 角運動量の保存角運動量の保存

 LorenzLorenz格子か？格子か？CharneyCharney--PhillipsPhillips格子か？格子か？
 LL格子：温度の定義点が標準的格子：温度の定義点が標準的

 有限体積法で保存則を考えるのが楽有限体積法で保存則を考えるのが楽

 傾圧モードに傾圧モードにspuriousspuriousなモードが理論的になモードが理論的に
出てくる出てくる

–– あまり問題ではない？あまり問題ではない？

 CC--PP格子：温度の定義点がスタッガード格子：温度の定義点がスタッガード
 保存則を考えるのがちょっとだけしんどい？保存則を考えるのがちょっとだけしんどい？

 万能なのか？万能なのか？
–– CC--PP格子信奉者は多数格子信奉者は多数

 これらは、静力モデルでの話？これらは、静力モデルでの話？
 非静力学モデルではまた別？非静力学モデルではまた別？



格子点法でのシステム方程式の解法格子点法でのシステム方程式の解法

 論点は、比較的速度の速い重力波と音波を論点は、比較的速度の速い重力波と音波を
どう解くか？どう解くか？
 解法１：すべて解法１：すべてexplicitexplicitに解くに解く(HEVE)(HEVE)

鉛直格子間隔はとても小さいので、鉛直格子間隔はとても小さいので、ΔtΔtは音波の鉛直は音波の鉛直
方向方向CFLCFL条件で制約される。条件で制約される。

 解法２：すべて解法２：すべてimplicitimplicitに解くに解く(HIVI)(HIVI)
 CFLCFL条件から逃れられ条件から逃れられΔtΔtを大きく取れるが、３次元を大きく取れるが、３次元

HelmholtzHelmholtz方程式を解かねばならない（反復法）。方程式を解かねばならない（反復法）。

 解法３：水平は解法３：水平はexplicitexplicitに鉛直はに鉛直はimplicitimplicitに解くに解く
（（HEVI)HEVI)
 ΔΔｔは水平格子間隔で決まる。（比較的大きく取れる。）ｔは水平格子間隔で決まる。（比較的大きく取れる。）

鉛直方向には一次元鉛直方向には一次元HelmholtzHelmholtz方程式（反復いらず）方程式（反復いらず）



最近の予報モデルと気候モデルの傾向最近の予報モデルと気候モデルの傾向

 前世紀前世紀

 気候モデル：長期間積分、保存則重視、低解像度気候モデル：長期間積分、保存則重視、低解像度

 予報モデル：短期間積分、精度重視、高解像度予報モデル：短期間積分、精度重視、高解像度

分離分離

 今世紀にはいって、今世紀にはいって、

 気候モデルも予報モデルも一元化の方向気候モデルも予報モデルも一元化の方向
 長期短期積分、保存則も精度も重視。長期短期積分、保存則も精度も重視。

 当然、非静力学方程式系当然、非静力学方程式系

 例：例：

–– UKMOUKMO：：Unified Model (HadAMUnified Model (HadAMの後継の後継))

–– FRCGC/CCSRFRCGC/CCSR：： NICAMNICAM

 熱帯の重要性熱帯の重要性
 熱帯を再現せずして、熱帯を再現せずして、AGCMAGCMの将来はない（の将来はない（MM先生）先生）



巨人が重い腰を上げ始めた！巨人が重い腰を上げ始めた！

 20102010 ECMWFECMWF nohydrostaticnohydrostatic modelingmodeling
workshop 8workshop 8--10 November @ECMWF10 November @ECMWF

 趣旨：趣旨：

 ECMWFECMWFではでは1010年後、全球非静力モデルでオペレー年後、全球非静力モデルでオペレー
ションを考えている。ションを考えている。

–– 新グリッドモデルを構築？新グリッドモデルを構築？

–– スペクトルモデル拡張でいく？スペクトルモデル拡張でいく？

現在主要な全球非静力学モデルの計算方法を知ると現在主要な全球非静力学モデルの計算方法を知ると
ともに、ともに、ECMWFECMWFの非静力モデリングについて議論をの非静力モデリングについて議論を
行い、行い、ECMWFECMWFへへrecommendationrecommendationを行う。を行う。



ECMWFECMWFの現状の現状

 すでにすでにIFSIFS（（ECMWFECMWFののoperational spectral modeloperational spectral model）の非静力）の非静力
バージョンはプロトタイプ出来ている。バージョンはプロトタイプ出来ている。
 方法：方法：NonhydrostaticNonhydrostatic pressure department/ verticalpressure department/ vertical

divergencedivergenceの二つをの二つをprognosticprognosticに加える。に加える。
 Compressible .vs. unified hydrostaticCompressible .vs. unified hydrostatic--anelasticanelasticの比較の比較

 今後今後ECMWFECMWFで予定解像度：で予定解像度：
 2010 : TL1279 (15km2010 : TL1279 (15kmメッシュメッシュ))
 2015 : TL2047 (10km2015 : TL2047 (10kmメッシュメッシュ))
 2020 : TL39992020 : TL3999 (5km(5kmメッシュ）メッシュ） 非静力学へ非静力学へ

 さて、さて、TL3999TL3999は可能か？は可能か？
 TL3999: TransformTL3999: Transformがバカ食いする。がバカ食いする。

 interationinterationを使うので、静力バージョンのを使うので、静力バージョンの22倍計算するから倍計算するから
 Dynamics2Dynamics2回やる。回やる。Dyn+phys+dynDyn+phys+dynとしないといかんらしい。としないといかんらしい。
 安定性のため。安定性のため。

 コミュニケーションもバカにならないコミュニケーションもバカにならない
 T1279T1279で、すでに半分も食っている。で、すでに半分も食っている。

 NonhydroNonhydro pressurepressure を予報変数にすることが、科学的疑問。を予報変数にすることが、科学的疑問。
 5km5km解像度に向けて、再構築したい。解像度に向けて、再構築したい。



ECMWFECMWFの取るべき道（の取るべき道（WSWS recommendationrecommendation））

 ECMWFECMWFががspectral methodspectral methodを踏襲するなら、を踏襲するなら、
 Fast LegendreFast Legendreが必要。が必要。
 コミュニケーションも問題。コミュニケーションも問題。
 もうプロトタイプが出来ている。もうプロトタイプが出来ている。
 QEQE、、AnelasticAnelastic、、Full compressibleFull compressibleなんでもよい。なんでもよい。
 Elliptic solverElliptic solverも問題ない。も問題ない。

 ECMWFECMWFががspectral methodspectral methodを捨てるなら、を捨てるなら、
 full compressiblefull compressibleの場合の場合

 Explicit schemeExplicit schemeの場合の場合
–– スケーラビリティは安全だが、スケーラビリティは安全だが、dtdtが小さくて遅いかも。が小さくて遅いかも。

 SemiSemi--implictimplict schemeschemeの場合の場合
–– 強力な強力なelliptic solverelliptic solverが必要。が必要。

 QE,AnelasticQE,Anelastic(filtered equation)(filtered equation)の場合の場合
 やはり強力なやはり強力なelliptic solverelliptic solverが必要。が必要。

 SemiSemi--laglagはもはや推奨されない。はもはや推奨されない。

 RecommendationRecommendation：： 全部やってみよう！全部やってみよう！



実際のシステム方程式の解き方実際のシステム方程式の解き方

------ 全球雲解像モデル全球雲解像モデルNICAMNICAMを例にを例に



なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（１）なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（１）

 温暖化したときの各気候要素の放射強制力温暖化したときの各気候要素の放射強制力

エアロゾルの雲に対する効果
--- 雲の反射率の不確定性---



なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（２）なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（２）

地球の直径12740km

１0km

１0km

積雲クラウドクラスタ～ 数100km

１km

スーパークラウドクラスタ～ 数1000km MJO

 大気現象の空間スケールと階層構造大気現象の空間スケールと階層構造



なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（３）なぜ、全球雲解像モデルが必要なのか？（３）

 従来型従来型AGCMAGCM

 解像度解像度100km100km～数～数10km10km

 積雲パラメタリゼーション積雲パラメタリゼーション
＋大規模凝結＋大規模凝結
 統計的統計的//経験的法則に基づく経験的法則に基づく

 モデルの不確定要素モデルの不確定要素No.1No.1

 雲を一つ一つ解像すること雲を一つ一つ解像すること
の必要性の必要性

 改造から解像へ改造から解像へ

 これにより、雲の階層構造をこれにより、雲の階層構造を
表現表現

 パラメタリゼーションの不確定パラメタリゼーションの不確定
性排除性排除



全球雲解像気候モデルに課せられる条件全球雲解像気候モデルに課せられる条件

 解像度解像度
 水平方向：数水平方向：数kmkm、最低、最低5km5km

 鉛直方向：数鉛直方向：数100m100m、出来れば数、出来れば数10m10m

 方程式系方程式系
 静力学方程式から非静力学方程式へ静力学方程式から非静力学方程式へ

 水平方向の細かな現象を扱うため水平方向の細かな現象を扱うため

 長期積分のため、保存則を考慮。長期積分のため、保存則を考慮。

 高い計算効率高い計算効率
 極問題の回避。極問題の回避。

 コンピュータの特性を生かす。コンピュータの特性を生かす。

NICAMの方針
 極問題回避のため正20面体格子を使う。
 保存則を考慮した非静力学スキームを開発する。



水平格子（水平格子（2020面体格子）の生成法面体格子）の生成法

 格子生成格子生成
1.1. 正正2020面体から出発（面体から出発（glevelglevel--

00））

2.2. 各三角形を４つの三角形に各三角形を４つの三角形に
分割する。分割する。 (glevel(glevel--1)1)

3.3. このプロセスをこのプロセスをnn回繰り返す。回繰り返す。
(glevel(glevel--n)n)

4.4. 若干の格子点移動により、精若干の格子点移動により、精
度を高める度を高める

 格子間隔格子間隔

 glevelglevel--5: 240km5: 240km

 glevelglevel--6: 120km6: 120km

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 glevelglevel--10: 7km10: 7km

 glevelglevel--11: 3.5km11: 3.5km

(0) grid division level 0 (1) grid division level 1

(2) grid division level 2 (3) grid division level 3



格子点配置格子点配置

 AA--グリッドグリッド

 速度点、質量点速度点、質量点
 三角点の頂点で定義

 コントロールボリュームコントロールボリューム
 三角形の中心を結んで定義三角形の中心を結んで定義

– 6角形

– 5角形 at 20面体の頂点

 長所長所

 データ構造が比較的簡単データ構造が比較的簡単
 プログラミングが容易プログラミングが容易

 計算モードが発生しない計算モードが発生しない
 速度と質量の定義点の数が速度と質量の定義点の数が

同じ同じGlevel-3 grid & control volume



非静力モデリングの方針非静力モデリングの方針

 支配方程式支配方程式
 完全圧縮非静力学方程式系完全圧縮非静力学方程式系

 音波音波惑星波まですべて扱う惑星波まですべて扱う

 フラックス形フラックス形
 有限体積法有限体積法

 質量保存、全エネルギー保存に留意質量保存、全エネルギー保存に留意

 深い大気（浅い大気近似の排除）ー近似なし深い大気（浅い大気近似の排除）ー近似なし
 すべてのメトリック項とコリオリ項を取り扱うすべてのメトリック項とコリオリ項を取り扱う

 解法解法
 Split explicitSplit explicit法法

 遅い遅いmode : Large time stepmode : Large time step

 速い速いmode : small time stepmode : small time step

 HEVIHEVI法法 ((水平陽解・鉛直陰解法水平陽解・鉛直陰解法))
 HIVIHIVIのようなのような3D3D--HelmholtzHelmholtz方程式を回避。方程式を回避。

 1D1D--HelmholtzHelmholtz方程式を解く。方程式を解く。



支配方程式支配方程式
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予報変数予報変数
• 密度
• 水平運動量
• 鉛直運動量
• 内部エネルギー
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時間スキーム時間スキーム

1. 時刻Aでの値が既知とする。
 時刻Aでの Slow Mode の tendency S(A)が計算できる。

2. 最初のステップとして、S(A)を使って、AからBまで積分する。
 Fast Mode の tendency は、随時計算する。

3. 時刻Bでの値を使って、 Slow Mode の tendency S(B)を計算する。
 時刻Bの値は、上記の仮の値を使う。

4. 再びAに戻り、 S(B)を使ってAからCまで積分する。

 Slow modeSlow modeは、２次または３次ののは、２次または３次ののRungeRunge--KuttaKutta法法
 Fast modeFast modeは、は、EulerEuler法法



Small stepSmall stepでの時間積分での時間積分

Small StepSmall Step は次の３つのステップに分けて計算は次の３つのステップに分けて計算
1.1. Horizontal Explicit StepHorizontal Explicit Step

 水平運動量の更新水平運動量の更新

2.2. Vertical Implicit StepVertical Implicit Step

 鉛直運動量と密度の更新鉛直運動量と密度の更新

3.3. Energy Correction StepEnergy Correction Step

 内部エネルギーの更新内部エネルギーの更新

 Horizontal Explicit StepHorizontal Explicit Step
 水平運動量は、以下の式で更新する。水平運動量は、以下の式で更新する。

ここでここで,, ははSlow Mode TendencySlow Mode Tendency

 










































]2/,[

modeslow

3)1(

ttort
h

nt

h
nt

h
nt

h

t
PP

V
GVV








]2/,[

modeslow

ttort
h

t














V



Small stepSmall stepでの時間積分（２）での時間積分（２）

 Vertical Implicit StepVertical Implicit Step
 Horizontal Explicit StepHorizontal Explicit Step で解いた水平運動量を使うと、で解いた水平運動量を使うと、R,W,ER,W,Eの式は以下の式は以下

のように書くことができる。のように書くことができる。

–– 連立させて、連立させて、WWに関するに関するHelmholtzHelmholtz方程式を得る：方程式を得る：

 WWを解く。を解く。
 RRを解く。を解く。
 但し、エネルギー但し、エネルギーEEは、次のステップで、は、次のステップで、全エネルギーが保存するように解く。全エネルギーが保存するように解く。
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Small stepSmall stepでの時間積分（３）での時間積分（３）

 Energy Correction StepEnergy Correction Step
（全エネルギー）＝（内部エネルギー）＋（運動エネルギー）＋（ポテンシャルエネルギー）（全エネルギー）＝（内部エネルギー）＋（運動エネルギー）＋（ポテンシャルエネルギー）

 全エネルギーの式は、以下のようにフラックス形式で書くことができる。全エネルギーの式は、以下のようにフラックス形式で書くことができる。

ここでここで

 式（１０）を以下のように離散化して解く。式（１０）を以下のように離散化して解く。

–– フラックス形式で書かれている。フラックス形式で書かれている。

–– 有限体積法で離散化すれば、全エネルギーは数値的に保存する。有限体積法で離散化すれば、全エネルギーは数値的に保存する。

 運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは前のステップまでに既知運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは前のステップまでに既知
–– 内部エネルギーは以下の式で解くことができる。内部エネルギーは以下の式で解くことができる。
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Large stepLarge stepでの時間積分での時間積分

 Large StepLarge Step 項は以下の２つである。項は以下の２つである。
1.1. ColiolisColiolis項項

 そのまま求めるそのまま求める

2.2. 移流項移流項
 球面上での移流のため、工夫が必要。球面上での移流のため、工夫が必要。

 運動量の移流運動量の移流
 ＶＶｈｈ ととWWの移流項は以下の手続きで求める。の移流項は以下の手続きで求める。

1.1. ３次元の運動量３次元の運動量VVを、を、VVhhととWWを使って構築する。を使って構築する。

2.2. この運動量をある固定座標（例えば、地球の中心が原点）を使っこの運動量をある固定座標（例えば、地球の中心が原点）を使っ
て３つの成分て３つの成分((VV11,V,V22,V,V33))で表現する。で表現する。
 ３つの成分はスカラー３つの成分はスカラー

3.3. ３つのスカラーの発散を取り、それらを成分としたベクトルを作る。３つのスカラーの発散を取り、それらを成分としたベクトルを作る。


4.4. このベクトルを再び、水平方向ベクトルと鉛直成分に分ける。このベクトルを再び、水平方向ベクトルと鉛直成分に分ける。


 321 ,, VVV 

zh ADV,ADV



並列計算の戦略（１）並列計算の戦略（１）

 領域分割

1. 隣り合った２つの二十面体三
角形をつなぎ、１０個の矩形
領域を作る。(rlevel-0)

2. それぞれの矩形領域につい
て４つの矩形領域を作る。
（rlevel-1)

3. この過程を繰り返す。

(rlevel-n)

 各プロセスの領域担当

プロセスは、任意の位置の複
数の領域を担当できるように
設計

 プロセス間のロードインバ
ランスを回避するため

(0) 領域分割レベル０ (1) 領域分割レベル１

(2) 領域分割レベル２ (3) 領域分割レベル３



並列計算の戦略（２）並列計算の戦略（２）

 領域を管理するプロセスの
例（rlevel1の場合）

 領域の数は４０個

 これらを１０個のプロセ
スで管理するとする。

同じ色の４つの領域
を管理

 赤道から極にかけて一
様に分配している。

物理過程に伴うロー

ドインバランスを回避す
ることができる。



ベクトル計算の戦略ベクトル計算の戦略
 領域内の格子構造

 格子は、矩形でなく三角形
である。

非構造格子？

 構造格子のように取り扱うこ
とが出来る。

 Fortran 2D array

 ベクトル化にとって、普通の
非構造格子よりもはるかに
有利である。

 更に２次元配列を１次元化して
ベクトル長を稼ぐ。

 トータルのベクトル化率トータルのベクトル化率

９９％以上は確保９９％以上は確保。



マッデンジュリアン振動再現実験マッデンジュリアン振動再現実験

 通常の通常のAGCMAGCMでは再現困難では再現困難

 ChallengingChallenging

 20062006年年1212月に月に
大規模大規模MJOMJO出現出現

 マレーシア豪雨をマレーシア豪雨を
もたらす。もたらす。

Miura et al.(2007,Science)
今年度山本正野論文賞



MJO3.5kmMJO3.5km計算のアニメーション計算のアニメーション

衛星（衛星（MTSATMTSAT）） NICAMNICAM計算計算（（3.5 km3.5 km格子）格子）



The Athena projectThe Athena project



ペタコン時代へ向けてペタコン時代へ向けて

 地球シミュレータの登場で起こったこと地球シミュレータの登場で起こったこと
ーー大気モデルの観点からー大気モデルの観点からー
 水平解像度の水平解像度のdrasticdrasticな上昇（数な上昇（数10km10kmスケールから数スケールから数kmkmスケール）スケール）

 従来の積雲パラメタリゼイション従来の積雲パラメタリゼイション積雲直接解像積雲直接解像

 力学系フレームワークの見直しを迫られた。力学系フレームワークの見直しを迫られた。
–– スペクトル法から準一様格子の格子点法スペクトル法から準一様格子の格子点法

–– 静力学平衡モデルから非静力学方程式系へ静力学平衡モデルから非静力学方程式系へ

 しかし、もはや地球シミュレータ時代は終わっている。しかし、もはや地球シミュレータ時代は終わっている。
 Supercomputer TOP 500:Supercomputer TOP 500: 現在？？位現在？？位

 KK＠理化学研究所＠理化学研究所
 20122012年をめどに年をめどに1010ペタフロップスペタフロップス

 超並列スカラー型超並列スカラー型 c.f. ESc.f. ESは超並列ベクトル型は超並列ベクトル型

 NICAMNICAMはターゲットアプリの一つに上げられている。はターゲットアプリの一つに上げられている。
 スケーラビリティがよい。スケーラビリティがよい。

–– 次世代スパコンの性能を十分に引き出すポテンシャルを持っている。次世代スパコンの性能を十分に引き出すポテンシャルを持っている。

次世代スパコンで一体何ができるか？
計算方法の課題はあるか？



KKでで出来ること出来ること

 更なる高解像度化更なる高解像度化
 見積もりでは、全球４００ｍが可能見積もりでは、全球４００ｍが可能

–– 実行性能２０％は欲しい。実行性能２０％は欲しい。

 浅い境界層雲の表現が良くなる（はず）浅い境界層雲の表現が良くなる（はず）
 背の浅い境界層雲を直接解像背の浅い境界層雲を直接解像

–– 境界層雲は境界層雲は3.5km3.5km格子でも解像できない格子でも解像できない

–– 現在は乱流過程でパラメタライズ現在は乱流過程でパラメタライズ

–– 放射との相互作用で気候問題では重要放射との相互作用で気候問題では重要

–– 全球全球LESLES（～（～50m50m格子）への橋渡し格子）への橋渡し

 深い対流雲（積雲）の表現が精緻化される深い対流雲（積雲）の表現が精緻化される

 積雲のライフサイクルや立ち上がりのタイミン積雲のライフサイクルや立ち上がりのタイミン
グの改善グの改善

–– 日周期の表現の改善日周期の表現の改善

 これらは大規模擾乱への組織化の表現を更これらは大規模擾乱への組織化の表現を更
に良くする。に良くする。

–– グローバルスケールにも影響グローバルスケールにも影響

 熱帯地域の天気予報の予報精度向上につな熱帯地域の天気予報の予報精度向上につな
がる。がる。

–– 日本の天気予報、災害予報の精度向上へ期日本の天気予報、災害予報の精度向上へ期
待待



KKでで出来ること出来ること

 より高度な物理過程の導入によるモデルの精緻化より高度な物理過程の導入によるモデルの精緻化
 雲微物理雲微物理

 現在は、バルク法（雲、雲氷、雨、雪、霰等ざっくりと分類）現在は、バルク法（雲、雲氷、雨、雪、霰等ざっくりと分類）

 将来は、ビン法（粒形分布を元に詳細に区分けする）将来は、ビン法（粒形分布を元に詳細に区分けする）

 高度なエアロゾルモデルとのカップリング高度なエアロゾルモデルとのカップリング
 雲、放射、エアロゾル相互作用は気候問題では重要雲、放射、エアロゾル相互作用は気候問題では重要

 33次元放射過程の導入次元放射過程の導入
 雲には横方向にも影がある雲には横方向にも影がある

 山の陰も考慮山の陰も考慮

 現行の解像度（数現行の解像度（数kmkm格子）での長期間積分格子）での長期間積分
 地球シミュレータ時代ではせいぜい一ヶ月地球シミュレータ時代ではせいぜい一ヶ月

 次世代スパコン時代では、この解像度で、数次世代スパコン時代では、この解像度で、数1010年積分が出来、年積分が出来、
統計的な解析が可能になる。統計的な解析が可能になる。

 海洋モデルとのカップリング海洋モデルとのカップリング
 IPCCIPCCレポートへの貢献をにらみ、レポートへの貢献をにらみ、

大気は雲解像、海は渦解像高解像度モデルで予測の信頼性向上大気は雲解像、海は渦解像高解像度モデルで予測の信頼性向上



話のまとめ話のまとめ

 全球気象モデルのモデリングの難しさ全球気象モデルのモデリングの難しさ
 極問題回避のため水平方向の離散化極問題回避のため水平方向の離散化

 調和関数スペクトル法か格子点法か？調和関数スペクトル法か格子点法か？

 高解像度化に伴い非静力学モデルへ高解像度化に伴い非静力学モデルへ
 音波まで含めた完全圧縮性方程式が主流になる音波まで含めた完全圧縮性方程式が主流になる

 システム方程式の解法はシステム方程式の解法は
 スペクトル法＋スペクトル法＋SLSISLSI法法

 格子点法＋格子点法＋HEVIHEVI法法 or HIVIor HIVI法法

 NICAMNICAMでは？では？
 HEVIHEVI法、準一様格子（２０面体）法、準一様格子（２０面体）

 次世代でできること次世代でできること
 いろいろいろいろ



分野融合分野融合

 計算アルゴリズム計算アルゴリズム
 Elliptic solverElliptic solver の高速解法の高速解法
 効率的な移流問題効率的な移流問題

 計算機科学分野とのコラボ計算機科学分野とのコラボ
ExaExa--flopsflopsへのへの問題問題
 I/OI/O
 内部ネットワーク内部ネットワーク

 はたしてスケールするのか？はたしてスケールするのか？
 小分けに使うのは、小分けに使うのは、examachineexamachineの意味がない。の意味がない。

 障害対策障害対策

 気候モデル気候モデルははBig ScienceBig Scienceである。である。
 あらゆる科学を巻き込む。あらゆる科学を巻き込む。

 大気科学大気科学
–– 流体流体力学、雲微物理、放射、乱流モデル。力学、雲微物理、放射、乱流モデル。

 海洋学海洋学
–– 流体力学、海氷モデル（流体力学、海氷モデル（plasticplastic--elastic modelelastic model））

 生態生態系、大気化学、（量子力学？相対論？）系、大気化学、（量子力学？相対論？）



最近最近の動向と今後の動向と今後

 格子法か？スペクトル法か？格子法か？スペクトル法か？
 流れは格子法。流れは格子法。

 準一様準一様格子が主流になりつつある。格子が主流になりつつある。
 格子法格子法は、は、B/FB/F比が大きいと楽。比が大きいと楽。

–– 最近最近の動向は逆。の動向は逆。

 スペクトル法のスペクトル法の復権に復権には。は。
 高速ルジャンドル高速ルジャンドル

–– 専用専用チップチップ？、？、アルゴリズム開発アルゴリズム開発

 高速ネットワーク高速ネットワーク
 ECMWFECMWF次第か？？？次第か？？？

 ３３DDモデルの解き方は？モデルの解き方は？
 セミラグランジアン＋セミインプリシットセミラグランジアン＋セミインプリシット

 格子法の格子法の場合、３場合、３DD elipticeliptic solversolver の高速化必要の高速化必要

 タイムスプリット：鉛直タイムスプリット：鉛直implicitimplicit 水平水平explicitexplicit

 格子格子のアスペクト比がどんどん１にのアスペクト比がどんどん１に
 完全完全explicitexplicitがいいのでは？がいいのでは？
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