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第1章 はじめに 

 

この文書は，国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下，海洋機構）が開発する全球・

領域対応の非静力学大気・海洋結合モデルMulti-Scale Simulator for the Geoenvironment（以

下，「MSSG」と略し，「メッセージ」と呼ぶ）を用いた数キロメートル〜数百メートルの水

平解像度の「気象計算」及び数メートル解像度の「建物解像気象計算」の入門者向けガイ

ダンスである。 

本ガイダンスでは，MSSG 計算のおおまかな流れと MSSG 計算の実行手順について説明

する。手順にしたがって計算を行うことで，MSSG計算を体験することができるように書か

れている。本ガイダンスでは，MSSG計算の基本的な設定方法と実行手順のみを説明するが，

より詳細な設定方法と実行手順については，本ガイダンスの専門家向けマニュアル「MSSG

を用いた超高解像度気象シミュレーション実行マニュアル」を参照されたい。 

尚，本ガイダンスは，文部科学省「気候変動適応技術社会実装プログラム」（SI-CAT: Social 

Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology）の一環として作成した。 

以下，第 2章では本ガイダンスの MSSG計算に使用する計算機について，第 3章では気

象計算の実行手順について，また，第 4 章では建物解像気象計算の実行手順について説明

する。 
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第2章 計算機について 

 

本ガイダンスでは，海洋機構所管の「地球シミュレータ」を用いた MSSG による計算の

実行手順について解説する。地球シミュレータは，日本電気株式会社（NEC）製のスーパ

ーコンピュータ SX-ACEで構成される分散メモリ型ベクトル並列計算機であり，総計 5120

ノードの計算ノードを有する。MSSGは地球シミュレータで高速かつ効率良く計算できるよ

うに最適化されている。 

ユーザーが地球シミュレータ上で MSSG による計算を実行するためには，地球シミュレ

ータのアカウントが必要である。アカウントの発行は，海洋機構の担当者と相談の上，申

請を行う。また，アカウントの発行後，海洋機構の担当者と相談の上，計算機資源量の増

量を申請することが望ましい。特に，建物解像気象計算を行う場合は必須である。 

地球シミュレータのログインサーバの OSは Linuxであるため，MSSGのインストールや

設定には Linuxのコマンドを使用する。本ガイダンスでは都度入力コマンドを記したが，コ

マンドの詳細については，適宜 Linuxに関する参考書やウェブサイトを参照されたい。また，

地球シミュレータの基本的な利用方法については，「地球シミュレータ利用の手引き1」を参

照のこと。その他，海洋機構外から地球シミュレータを利用する際のリモートアクセス及

びファイル転送についても地球シミュレータのユーザーサポートページを参照されたい。 

本ガイダンスでは，MSSGによる計算には地球シミュレータを用いるが，建物解像気象計

算の前処理には海洋機構所管の「データアナライザー」を使用するものとして説明を行う。

データアナライザーは，Intel Xeon® Gold 6148 プロセッサーを搭載した総計 380ノードか

らなるスーパーコンピュータである。データアナライザーのアカウントについても，海洋

機構の担当者と相談の上，申請されたい。データアナライザーの利用方法については，「DA

システム利用マニュアル2」を参照のこと。 

 

 

 

 

  

 
1 国立研究開発法人海洋研究開発機構，地球シミュレータ利用の手引（平成 27 年 6 月 24 日版），

（https://www.jamstec.go.jp/es3support/?q=ja/document/doc-guide），最終確認 2019年 12月 17 日． 
2 国立研究開発法人海洋研究開発機構，DA システム利用マニュアル（1.3 版）

（https://www.jamstec.go.jp/da_portal/document/1-%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%83%9E%E
3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-users-guide），最終確認 2019 年 12 月 17 日． 
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第3章 MSSG 気象計算 

 

気象計算3は，気象 GPV データ4を初期値・境界値として，大気の力学及び熱力学に関す

る方程式を数値的に解くことで，時々刻々の大気の状態を推算する手法である。図 3.1に一

般的な気象計算の流れを示す。初期値・境界値の他に，標高，土地利用，海面水温等のデ

ータを気象モデルに入力し，気象計算を行い，気温，湿度，風，降水量等が出力される。 

 

 

 

図 3.1  気象計算の流れ 

  

 
3 本ガイダンスにおける気象計算は，計算領域の水平方向の距離が数キロ～数百キロメートル程度，水平格子間隔が数

百メートルから数キロメートルの計算を指す。 
4 GPV は Grid Point Value の略。気象 GPV は計算格子点における気温，湿度，風速等の値を表す。 

入力データ 出力データ

大気初期値・境界値 気温

標高 湿度

土地利用 風

海面水温 降水量

土壌水分・温度 気圧

・・・ ・・・

気象モデル
（MSSGなど）

矢印はデータの流れを表す
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3.1 MSSG 気象計算の実行手順 

図 3.2に，MSSG気象計算の実行手順を示す。はじめに，気象計算を行うための計算環境

のインストールを行う（3.2節）。続いて，入力するデータを準備（3.3節）し，計算のため

の各種設定を行い（3.4節～3.11節），気象計算を実行する（3.12節）。 

本ガイダンスでは，図 3.2 に示した手順に沿って，「長野市の気象計算」を行う方法につ

いて解説し，気象計算の出力データを可視化する方法についても紹介する（3.13節）。 

 

 

図 3.2  MSSG 気象計算の実行手順 
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3.2  計算環境のインストール 

本ガイダンスで扱う長野市の計算環境一式は，次に示す地球シミュレータのログインサ

ーバ（moon.es3.jamstec.go.jp）に保存されている。 

 

/S/data04/G4012/y0341/MANUAL/mssg-auto.rev2.1 

 

上記の mss-auto.rev2.1 には，気象計算に必要な入力データ，ツール，ロードモジュール

（MSSGの実行プログラム）等が含まれる。MSSG計算を行うユーザーは，mssg-auto.rev2.1

を次のようにユーザー自身のデータ領域5にコピーする。 

 

$> cp -r /S/data04/G4012/y0341/MANUAL/mssg-auto.rev2.1 $SDATA 

 

ここで，$SDATAはデータ領域の番号，グループ ID，ユーザーIDから成るユーザーのデ

ィレクトリを表す。例として，計算環境一式が保存されているディレクトリのデータ領域

の番号は data04，グループ IDが G4012，ユーザーIDが y0341であるとする。この計算環境

をデータ領域の番号が data04，グループ IDが G4012，ユーザーIDが y0999のディレクトリ

にコピーする場合には，次のように入力する。 

 

$> cp -r /S/data04/G4012/y0341/MANUAL/mssg-auto.rev2.1 /S/data04/G4012/y0999/ 

 

mssg-auto.rev2.1 では，長野市の気象計算に対する各種の設定が既に行われているため，

上記のように計算環境をコピーし，計算を実行する（3.12節「計算の実行」）ことで計算が

始まり，結果が出力されるが，本ガイダンスの 3.3節～3.11節に従って設定の確認をするこ

とを推奨する。  

 

 

  

 
5 /S/dataXX/グループ ID/ユーザーID で指定されるユーザーのファイル領域。XX は二桁の数字を表す。 
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3.3  入力データ 

表 3.1に，MSSGに入力するデータを示す。入力データには，大気の初期値・境界値，標

高，土地利用属性，海面水温等があり（図 3.1 参照），既定の設定では，大気の初期値・境

界値として気象庁により開発されているメソ数値予報モデル GPV（MSM）及び全球数値予

報モデル GPV（GSM）を使用する。また，標高データとして米国地質調査所（USGS）によ

る GTOPO30を，土地利用データとして USGSによる土地利用データを使用する。 

表 3.1に示すように，人口排熱データを入力することも可能であるが，人口排熱データは，

東京及び大阪については整備されているが，その他の地域については未整備であるため，

利用できないことに留意されたい。 

 

 

表 3.1  MSSG 気象計算の入力データ（既定値） 

ディレクトリ名6 入力変数 データソース 

init_atm 大気初期値 
MSM7，GSM8等の気象 GPV 

init_atm_side 大気境界値 

topo 標高 USGS9 GTOPO30 

index 土地利用 

USGS Land Use/Land Cover 

System Legend (Modified 

Level 2) 

sst 海面水温 MSM，MGDSST10 

ozone オゾン ERA4011 

soil 土壌水分量・温度 NCEP/NCAR 再解析データ12 

aerosol2 エアロゾル JAMSTEC 

anthheat2d 人口排熱 JAMSTEC 

ice 海氷密度 HadISST13 

urban 都市キャノピー用パラメータ WRF14 

mstrnx 大気放射モデル MSTRNX 用入力データ MSTRNX 

ref4rd レイリーダンピング用入力データ NCEP/NCAR 再解析データ 

 

  

 
6 /S/data04/G4012/y0341/MANUAL/mssg-auto.rev2.1/MSSG/data の下にあるディレクトリを表す。 
7 メソ数値予報モデル GPV。気象庁により開発・運用されている，水平格子間隔 5km で日本周辺領域を格子化した大気

モデルによる数値予報データ。 
8 全球数値予報モデル GPV。気象庁により開発・運用されている，水平格子間隔 20km で全球を格子化した大気モデル

による数値予報データ。 
9 米国地質調査所（United States Geological Survey） 
10 Merged Satellite and In-situ Data Global Daily Sea Surface Temperature。気象庁により開発された海面水温データ。衛星デ

ータと現場観測データを使用して作成されている。 
11 欧州中期予報センターにより開発された 40 年間の大気再解析データ。  
12 米国環境予測センター及び米国大気研究センターにより開発された全球大気再解析データ。 
13 英国ハドレーセンターにより開発された海面水温・海氷密度データ。 
14 Weather Research Forecasting の略称。米国大気研究センターにより開発されている領域大気モデル。 
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3.4  QSUB_SET の設定 

計算の設定を行う。はじめに計算のケース名（QSUB_SET）を決める。本計算では

「USECASE_NG」とする。 

次のように，MSSG_AUTOディレクトリに移動する。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/MSSG_AUTO 

 

ここで，$MSSG_ROOT は，mssg-auto.rev2.1 をコピーしたディレクトリを表す（例えば，

/S/data04/G4012/y0999）。MSSG_AUTOディレクトリにある go_ALL.es.sh中の QSUB_SETを

次のように設定する（インストールした go_ALL.es.shでは設定済である）。 

 

export QSUB_SET=USECASE_NG 

 

USECASE_NGは計算ケース名であり，また，計算に関する設定ファイルを保存するディ

レクトリ名を表す。長野市の計算に関する設定ファイルは，次に示すディレクトリに保存

されている。 

 

$MSSG_ROOT/MSSG/MSSG_AUTO/qsub_set/USECASE_NG 

 

3.5  ネスト数とプロセス数の設定 

並列計算を行うための設定を行う。本計算では，地球シミュレータの 4ノードを使用し，

計算領域として 3段階のネスト領域を使用する。尚，「ネスト領域」については，3.7節「計

算領域の設定」で説明する。 

次に示すように，USECASE_NGディレクトリに移動し，go_MSSG.shを編集する。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/MSSG_AUTO/qsub_set/USECASE_NG 

 

go_MSSG.shを次のように設定する。 

 

# go_MSSG.sh 

regionals=(T T T)  #ネスト領域の個数分の Tを書く。3段ネストの場合は Tを 3個。 

div_sizes=("1,4" "1,4" "1,4")  #ネスト領域毎にMPIプロセス数15を指定する 

  

 
15計算に使用する総 CPU 数を表す。本計算は，複数の CPU を用いた並列計算を Message Passing Interface（MPI）の規格

に基づいて行う。 
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3.6  計算ノード数の設定 

USECASE_NGディレクトリにある，バッチスクリプト（nqs.ES）に，使用する計算ノー

ド数を記入する。本計算に使用するノード数は 3.5項「ネスト数とプロセス数の設定」で設

定したように 4である。nqs.ESの設定を以下に示す。 

 

# nqs.ES（一部） 

#PBS -w PN=4      # ノード数 

#PBS -w PNM1=3   # PN - 1 

#PBS -w NP=4      # 1ノード当たりのプロセス数（地球シミュレータ） 

#PBS -w NPM1=3   # NP - 1 

#PBS -v PER=1 

#PBS -v TASK=4 

 

3.7  計算領域の設定 

計算領域の設定を行う。本計算では「ネスト計算」を行う。ネスト計算とは，広域の計

算領域について気象 GPVデータを境界値として低解像度の気象計算を行い，その結果を狭

域の計算領域の境界値として，高解像度の気象計算を行う手法である。 

本計算では北緯 36.635667°，東経 138.209370°を中心とする，3 段階のネスト領域を設

定した。最も外側のネスト領域であるネストレベル 0 は水平格子間隔 1000m・領域 100km

四方，その内側のネストレベル 1は水平格子間隔 300m・領域 30km四方，最も内側のネス

トレベル 2 は水平格子間隔 100m・領域 10km 四方とした。図 3.3 に計算領域の標高と土地

利用を示す。 

 

  
(a)  標高[m]    (b)  土地利用 

 

図 3.3  MSSG 気象計算に使用する標高及び土地利用 

ネストレベル 0（1000m 解像度，100×100） 

ネストレベル 1（300m 解像度，100×100） 

ネストレベル 2（100m 解像度，100×100） 
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計算領域の設定は，USECASE_NG ディレクトリにあるファイル mkall_lv で設定する。3

段階のネスト計算を行うためmkall_lv0，mkall_lv1，mkall_lv2の 3つのファイルを使用する。

ここで，mkall_lvの後の数字はネストレベルを表す。 

ネストレベル 0における計算領域中心の経度及び緯度を「set clam」及び「set cphi」で指

定する。次のように mkall_lv0を設定する。 

 

# mkall_lv0 

# 数値の末尾に付いている「d0」は倍精度で指数 0であることを表すが，必須ではない。 

set clam = 138.209370d0           # 経度（世界測地系十進表記） 

set cphi = 36.635667d0            # 緯度（世界測地系十進表記） 

 

水平解像度を「dxy」で設定する。 

 

set dxy = 1000.0d0    # 水平解像度[m] 

 

水平格子数は，「nlg」と「npg」で指定する。本計算では 100×100格子とする。 

 

set nlg = 100                    # 経度方向の格子数 

set npg = 100                    # 緯度方向の格子数 

 

mkall_lv0 と同様に，mkall_lv1 及び mkall_lv2 も設定する。本計算では，中心位置と水平格

子数はすべてのネストレベルで同じ値を使用するため，水平解像度 dxyのみ値を変更する。

実際には，MSSGではネストごとに異なる中心位置と水平格子数を変更することができる。 

 

# mkall_lv1 

set dxy = 300.0d0   # 水平解像度[m] 

 

# mkall_lv2 

set dxy = 100.0d0   # 水平解像度[m] 
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3.8  入力データの設定 

入力データの設定を行う（使用可能な入力データについては 3.3節「入力データ」を参照）。

設定には 3.7節「計算領域の設定」と同様に「mkall_lv」を使用する。 

本計算ではネストレベル 0の標高データとして GTOPO30を，ネストレベル 1及び 2には

「国土地理院数値標高モデル16」より作成した標高データを使用する。一方，土地利用デー

タとして，すべてのネストレベルに「国土数値情報土地利用細分メッシュデータ17」を使用

する。国土地理院数値標高モデルデータ及び国土数値情報土地利用細分メッシュデータは，

いずれも，MSSGのデフォルトの入力データではなく，本計算用に作成した入力データであ

る18。 

以下に，mkall_lv0の設定を示す。GTOPO30.ctlは GTOPO30による標高データを，また，

index.ChubuL.ctl は，国土数値情報土地利用細分メッシュデータによる土地利用データを表

す。 

 

# mkall_lv0（抜粋） 

# 以下の if文では，MSSG用の入力データに変換するプログラム（mkall） 

# を適用する入力データの種類を指定している。 

# topo（標高データ）をMSSG用入力データに変換する場合。 

if ( $tag == "topo" ) then 

  中略 

  set files         = `ls GTOPO30.ctl` # ネストレベル 0では GTOPO30を使用する。 

set ave_scale_min = $ave_scale 

endif 

 

# index（土地利用データ）をMSSG用入力データに変換する場合。 

#==================== 

if( $tag == "index" ) then 

#==================== 

 中略 

  if( $side == "T" ) then 

    exit 

  else 

    set files = `ls index.ChubuL.ctl` 

 
16 国土交通省国土地理院，基盤地図情報数値標高モデルについて（https://fgd.gsi.go.jp/download/ref_dem.html），
最終確認 2019年 12月 17 日． 
17 国土交通省国土政策局，国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ

（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b.html），最終確認 2019 年 12 月 17 日． 
18 本計算用に作成した高解像度の標高データ及び土地利用データは，長野市周辺の MSSG 気象計算には使用可能である

が，その他の地域を対象とした気象計算には使用できない。 
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  endif 

endif 

 

mkall_lv1及び mkall_lv2では，GTOPO30.ctlの代わりに，国土地理院数値標高モデルによ

る標高データ gsi.Nagano.ctlを使用する。 

 

# mkall_lv1及び mkall_lv2（抜粋） 

# 標高データをMSSG用入力データに変換する。 

if ( $tag == "topo" ) then 

  中略 

#ネストレベル 1及び 2では国土地理院数値標高モデルによる標高データを使用する。 

  set files         = `ls gsi.Nagano.ctl` 

set ave_scale_min = $ave_scale 

endif 

# 土地利用データをMSSG用入力データに変換する。 

#==================== 

if( $tag == "index" ) then 

#==================== 

 中略 

  if( $side == "T" ) then 

    exit 

  else 

    set files = `ls index.ChubuL.ctl` 

  endif 

endif 
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3.9  MSSG の設定 

計算に使用する物理モデルや出力変数等を atmos.nmlstで設定する。atmos.nmlstには数多

くの設定項目があるが，本ガイダンスでは主な設定項目と設定方法を示す。 

 

① ネスト数の設定 

最大のネストレベルの番号をネームリスト名「nest_area」の変数「max_lv_of_each_area」

の値に設定する。ネストレベル番号は 0 から始まるため，ネスト数−1 が最大のネストレベ

ルになる。本計算ではネスト数が 3であるため，次のように設定する。 

 

# atmos.nmlst 

&nest_area 

max_lv_of_each_area = 2 

 

② 入力ファイル 

atmos.nmlst に入力ファイルを記入する。本計算では，オゾン，レイリーダンピング用デ

ータ，エアロゾルを使用するため，以下のように設定した。設定の記法については，本ガ

イダンスの専門家版にあたる「MSSGを用いた超高解像度気象シミュレーション実行マニュ

アル」第 2章を参照されたい。  

 

&file_3d_data  nest = 0,0, file_name = 'ozone/distributed/ozone0' /  # オゾン 

&file_3d_data  nest = 0,0, file_name = 'ref4rd/distributed/ref4rd0' /  # レイリーダンピング 

&file_3d_data  nest = 0,0, file_name = 'aerosol2/distributed/ae20' /  # エアロゾル 

&file_3d_data  nest = 1,1, file_name = '' / # オゾン，ネストレベル 1 

&file_3d_data  nest = 1,1, file_name = '' / # レイリーダンピング，ネストレベル 1 

&file_3d_data  nest = 1,1, file_name = '' / # エアロゾル，ネストレベル 1 

&file_3d_data  nest = 2,1, file_name = '' / # オゾン，ネストレベル 2 

&file_3d_data  nest = 2,1, file_name = '' / # レイリーダンピング，ネストレベル 2 

&file_3d_data  nest = 2,1, file_name = '' / # エアロゾル，ネストレベル 2 

 

③ 物理モデルの選択 

使用する物理モデルを atmos.nmlstで設定する。既定の設定を使用する。 

 

radiation  = 4  ! 大気放射 

  cloud_microphysics = 2  ! 雲微物理 

  canopy_scheme = 2  ! 都市キャノピー 

use_anth_heat2d = F  ! 人口排熱を使用する場合は T，使用しない場合は F。 
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④ 出力変数の選択 

モデルの出力はネームリスト名「tag_grads_file」で設定する。3段階のネスト計算の全て

のネストレベルについて出力するには，次のように設定する。 

 

&tag_grads_file nest = 0,0, tag_name = 'out_grd/atmos_0' / ! ネストレベル 0 

&tag_grads_file nest = 1,1, tag_name = 'out_grd/atmos_1' / ! ネストレベル 1 

&tag_grads_file nest = 2,1, tag_name = 'out_grd/atmos_2' / ! ネストレベル 2 

 

出力不要なネストレベルについては，該当するネストレベルのネームリスト名

「tag_grads_file」の行を削除する。 

出力可能な変数については，ネームリスト名「output」の変数名「var」を参照されたい。

本計算では，気温，相対湿度，風速等の主要な変数を出力するように設定した。 

以下に，海面気圧（slp）を出力する場合の atmos.nmlstを示す。 

 

&output var = 'slp'  out_system = 'C'  ps_modify = F 

snapshot = F interval = 1 unit = 'min' init_dump = F 

 

3.10  計算機資源・ステージイン/アウトの設定 

地球シミュレータを用いて MSSG 計算を行う場合，計算に使用するファイルを moon か

ら地球シミュレータのWORK領域に転送（ステージイン）し，計算で得られた出力データ

を WORK領域から moonへ転送（ステージアウト）する。ステージイン及びステージアウ

トするファイルをすべてバッチスクリプト（nqs.ES）に記載する。本計算の nqs.ES は設定

済であるため，編集の必要はない。 

ネスト数や入力データを変更する場合については，本ガイダンスの専門家版にあたる

「MSSG を用いた超高解像度気象シミュレーション実行マニュアル」の 2.10 節「計算機資

源・ステージイン/アウトの設定」を参照されたい。また，バッチスクリプトの記法全般に

ついては，地球シミュレータのユーザーマニュアルを参照のこと。 

 

3.11  計算期間の設定 

計算期間を設定する。$MSSG_ROOTに移動し，auto_simulator.es.NG.shを編集する。主な

設定箇所は以下の赤字の部分である。 

 

$> cd $MSSG_ROOT 

 

# auto_simulator.es.NG.sh（抜粋） 

START="2014/08/01 00:00" # 計算開始時刻（UTC） 
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RUN_HOURS="3hour" # 積分時間 

INTERVAL="3hour" # リスタートの時間間隔 

MAX_JOBS=2  # 最大のジョブ数 

 

STARTは計算開始時刻（UTC，世界標準時）を，RUN_HOURSは積分時間を，INTERVAL

はリスタートの時間間隔を表す。MAX_JOBSは最大のジョブ数を表す。上記の設定の場合，

2014年 8月 1日午前 0時（UTC）から 3時間の計算を 2回行い，リスタートの間隔は 3時

間としている。つまり，午前 0 時から 3 時までの計算を行った後に，計算結果をステージ

アウトし，午前 3 時のリスタートデータを用いて，午前 3 時から 6 時の計算を行い，計算

結果をステージアウトする。 

 

3.12  計算の実行 

auto_simulator.es.NG.shを実行する。 

 

$>./auto_simulator.es.NG.sh 

 

入力データを MSSG 用のフォーマットへ変換し，ステージインするのに数十分要する。

その後，バッチリクエストが投入される。バッチジョブの実行状況は reqstatで確認できる。 

 

$> reqstat 

 

3.13  計算結果の確認 

計算結果は，計算環境ディレクトリ内の out/gradsディレクトリに出力される。  

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_NG_20140801_00UTC.000/out/grads 

 

MSSG の出力ファイルは GrADS19を用いて可視化できる。GrADS は地球シミュレータに

インストールされているため，gradsと入力して起動する。 

 

$> grads 

 

GrADSのコマンドを入力してファイルを開き，描画する。 

ga-> open atmos_2c_tm02m.ctl 

ga-> d tm02m 

 

GrADSを終了するときは quitを入力する。 
 

19 Grid Analysis and Display System 
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ga-> quit 

 

GrADSの使用方法についての詳細は，GrADSのウェブサイトを参照されたい。 

 

http://cola.gmu.edu/grads 

 

また，海洋機構で開発されている Volume Data Visualizer for Google Earth（VDVGE）を使

用することで，図 3.4のような可視化も可能である。VDVGEの使用方法については，以下

のウェブサイトにあるマニュアルを参照されたい。 

 

https://www.jamstec.go.jp/ceist/aeird/avcrg/vdvge.ja.html 

 

 

 

図 3.4  MSSG 気象計算による地上 2m 気温 

可視化には VDVGE 及び Google Earth を使用した。 
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第4章  MSSG 建物解像気象計算 

 

MSSGを用いた建物解像気象計算では，建物まわりの風や建物壁面及び樹冠による熱放射

を考慮した，数メートル解像度の微気象シミュレーションを行うことが可能である。図 4.1

に，5m解像度の建物解像気象計算による東京駅周辺の地上2m気温を可視化した例を示す。

建物解像気象計算により，街路や建物周辺の詳細な気象予測が可能になる。 

本章では，東京駅周辺の MSSG による建物解像気象計算の実行手順について解説する。

第 2 章「計算機について」で述べたように，本ガイダンスでは，建物解像気象計算の入力

データ作成に海洋機構所管のデータアナライザーを使用する。そのため，ユーザーは，海

洋機構の担当者と相談の上，データアナライザーのユーザーアカウントを発行する必要が

ある。また，地球シミュレータを用いて建物解像気象計算を行う。建物解像気象計算には

多くの計算機資源量が必要であるため，アカウント発行の際には使用できる計算機資源量

の増量を申請が必須である。 

 

 

図 4.1  MSSG 建物解像気象計算による地上 2m 気温 

可視化には VDVGE 及び Google Earth を使用した。  
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4.1  MSSG 建物解像計算の実行手順 

図 4.2に，MSSG建物解像気象計算の実行手順を示す。はじめに，標高，建物の高さ，土

地利用属性等の「地理入力データ」を作成し，「MkInp」により建物解像計算用の入力デー

タを作成する。次に，「BndIni_nest_zstr」を用いて建物解像気象計算用の初期値・境界値を

作成する。入力データと初期値・境界値の作成後，atmos.nmlst で物理モデルや出力に関す

る設定を行い，計算を実行する。最後に，必要に応じて surf_statで解析を行う。surf_statは

地表面付近の気温や暑さ指数等を算出するためのプログラムである。 

本ガイダンスでは，データアナライザーで MkInp を行い，BndIni_nest_zstr は地球シミュ

レータのフロントエンド（moon）で実行し，建物解像気象計算は地球シミュレータで行う

ものとして説明する。 

 

 

 

図 4.2  MSSG 建物解像気象計算の実行手順 
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4.2  地理入力データの作成 

表 4.1に，建物解像気象計算で使用する地理入力データを示す。7種類の地理入力データ

を使用できるが，計算の目的やデータの有無に応じて，無効にすることができる。例えば，

人口排熱を無視した計算を行う場合や，排熱データがない場合には，人口排熱を無効にす

る。表 4.1 に示す地理入力データは，東京 23 区内については海洋機構により整備されてい

るが，その他の地域については別途作成する必要がある。標高・建物高さ及び土地利用属

性データの作成方法については，「ArcGISを用いたMSSG入力ファイルの作成法」20に詳し

い手順が解説されているので参照されたい。また，地理入力データを編集するツールとし

て，「MSSG_GUI」が海洋機構より提供されている。MSSG_GUI の使用方法については，

「MSSGシミュレーション入力データ加工 GUI 操作マニュアル」21を参照されたい。 

本ガイダンスでは，ガイダンス用に作成した地理入力データを用いて建物解像気象計算

を行う。本計算で使用する地理入力データは，次に示すディレクトリに保存されている。 

 

/work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/USECASE_TKY 

 

計算を行うユーザーは，自身のデータ領域22に，Pre_MSSG以下を次のようにコピーする。 

 

$> cd /work/G10101/wsasaki/MANUAL 

$> cp -r Pre_MSSG $WORK 

 

ここで，$WORKはユーザーのデータ領域名を表す。 

 

表 4.1  建物解像気象計算に使用する地理入力データ 

変数名 ファイル名 

標高・建物高さ EleTopoZ_.txt 

土地利用属性 Index_.txt 

樹木パターン TreePat_.txt 

人口排熱（建物屋上） HeatBldR_.txt 

人口排熱（建物壁面） HeatBldW_.txt 

人口排熱（煙突） HeatIncinerator_.txt 

人口排熱（自動車） HeatCar_.txt 

 

  

 
20 杉山徹（国立研究開発法人海洋研究開発機構），ArcGIS を用いた MSSG 入力ファイルの作成法 土地利用番号，建物

高・標高 index の作成，2016 年 10 月 7 日 
21 日本電気株式会社，MSSG シミュレーション入力データ加工 GUI 操作マニュアル，2017 年 2 月 
22 データアナライザーの大規模ファイル用データ領域。ディレクトリ名は，/work/グループ ID/ユーザー名。 
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図 4.3 に，本計算で使用する地理入力データを示す。東京駅を中心とした 2km 四方の領

域を 5mメッシュで格子化したデータである。ただし，本計算では，樹冠配置データの値を

すべて 0として「樹冠なし」とした。 

地理入力データのフォーマットについては，本ガイダンスの専門家版にあたり「MSSGを

用いた超高解像度気象シミュレーション実行マニュアル」第 3章を参照されたい。 

 

 

       
         標高・建物高さ            土地利用属性             人口排熱（自動車） 

 

    

人口排熱（建物屋上）        人口排熱（建物壁面） 

 

図 4.3  建物解像気象計算に使用する地理入力データ 
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4.3  放射計算ツールの設定 

4.2 節「地理入力データの作成」で準備した地理入力データをもとに，放射計算ツール

「MkInp」を用いて，MSSG建物解像気象計算に必要な入力データを作成する。 

MkInpはデータアナライザーで行う。計算の設定例は，次に示すディレクトリを参照され

たい。 

 

/work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/MkInp/Exe/USECASE_TKY 

 

計算を行う場合は，上記ディレクトリの Pre_MSSG以下を，自身のデータ領域23にコピー

して使用する（4.2節「地理入力データの作成」でコピーをした場合は Pre_MSSG以下もコ

ピーされているため，再度コピーする必要はない）。 

なお，上記のディレクトリに保存されている設定ファイルはほぼ設定済みであるが，デ

ィレクトリ名をユーザー自身のデータ領域名に書き換える箇所があるため，ガイダンスを

参照しながら設定をされたい。 

本ガイダンスでは，MkInpの主な設定項目のみを取り上げる。設定項目の詳細については，

本ガイダンスの専門家版にあたる「MSSGを用いた超高解像度気象シミュレーション実行マ

ニュアル」の付属書 B「MkInpのネームリスト」を参照されたい。 

  

 
23 データアナライザーの大規模ファイル用データ領域。ディレクトリ名は，/work/グループ ID/ユーザーID。 
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4.3.1  共通設定 

MkInp 共通の設定を行う。次に示すように，USECASE_TKYディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/USECASE_TKY 

 

ここで，$WORK はユーザーのデータ領域を表す。USECASE_TKY ディレクトリにある

nmlst_globalを設定する。nmlst_globalでは，計算領域中心の緯度経度及び建物解像気象計算

に使用する MPI プロセス数を指定する。建物解像気象計算では，100 ノードを使用し，経

度方向及び緯度方向にそれぞれ 20プロセスずつ，合計で 20×20=400プロセスを使用する。

以下に，nmlst_globalを示す。 

 

# nmlst_global 

&nmlst_for_MSSG 

  center_lam=139.767019  ! 計算領域中心の経度 

  center_phi=35.680882  ! 計算領域中心の緯度 

  halo=4 

  spg_max=10      ! 側面のスポンジに使用する格子数 

  dim_size=20,20  ! プロセス数の分割 

/ 

&global_control 

  dir_nmlst='../IOnmlst' 

/ 

 

次に，nmlst_hao_global を編集する。計算を行うユーザーは，$WORK の箇所をユーザー

自身のデータ領域名に修正する。「!」で始まるコメントも参照されたい。 

 

# nmlst_hao_global 

&file_format 

! 標高・建物高さデータなどをMSSG-GUIで作成または編集した場合は T。 

 gui_grid_data = T   

/ 

&file_table_lu  filename='LAND_CODE.mgconf'    / 

&hao_setting 

  mxl=400  myl=400  ! 水平方向の格子数 

  mxb=1     myb=1 

  dxy=5  dz=5       ! dxy：水平解像度[m]，dz：最小の鉛直解像度[m] 

/ 
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&hao_control 

  isg=1 ieg=400  ! 経度方向格子数 

  jsg=1 jeg=400  ! 緯度方向格子数 

      keg=100  ! 鉛直方向格子数 

! 標高・建物高さデータ等の地理入力データを保存したディレクトリを指定する。 

! 以下の$WORKにはユーザー自身のデータ領域名を記入する。 

  dir_hao='$WORK/Pre_MSSG/USECASE_TKY'  

/ 

 

4.3.2 HAOdynamics 

HAOdynamics は，標高・建物高さデータ（EleTopoZ_.txt），土地利用データ（Index_.txt）

及び人口排熱データ（Heat*.txt）をMPIプロセス毎に分割するプログラムである。 

次のように，HAOdynamicsディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/USECASE_TKY/HAOdynamics 

 

以下に nmlstを示す。 

 

# nmlst 

&date_anth_heat 

ndate= 1 

date=2015,8,7,5,0,0,   ! 計算の初期時刻 

/ 

&file_dynamics 

  surf=t  heat=t   ! 人口排熱を使用する場合には heat=Tとする 

  topog_file = './topo' 

  landuse_file = './index' 

  urban_file = './zurban' 

  anth_heat_file = './heat' 

! 橋のように建築物の下に空間がある形状（オーバーハング）が 

! 含まれる場合は use_bld_bottom=Tとする。 

  use_bldg_bottom = F   

/ 

&pe_control 

  ips=1  ipe=20 jps=1  jpe=20  ! プロセス数を設定する。 

/ 

&debug_control 
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  debug=f  kdbg=6 

/ 

 

nmlstの編集後，次のようにバッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，logの最終行に”%%% normaly terminated”と出力され，topo.nmlst，

index.nmlst，zurban.nmlst，及び，各プロセスの topo，index，zurban ファイルが作成され

る。 

 

4.3.3 HAOs2srad 

HAOs2srad では，標高・建物高さデータ（EleTopoZ_.txt），土地利用データ（Index_.txt），

樹冠配置データ（TreePat_.txt），土地利用別表面温度データ（temp_of_lu_suimen_UTC.data）

を入力データとして，計算領域の標高・建物高さデータ（eletopo.txt），土地利用データ

（index.txt），樹木データ（tree.txt）を出力する。また，nmlst_s2srad_globalが出力される。 

次のように HAOs2sradディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/HAOs2srad 

 

nmlstを以下に示す。 

 

# nmlst 

&dummy_s2srad 

  nxdum = 0  nydum = 0 

/ 

&file_s2srad 

 path  = '../../../Pool/USECASE_TKY' 

 eletopo_file = 'eletopo.txt' 

 renum_file = 'renum.txt' 

 vf_file = 'form_' 

 matrix_file = 'matrix_' 

 sky_file = 'sky_' 

 shadow_file = 'shadow' 

 index_file = 'index.txt' 

 lutmp_file = '../../../Pool/Indata/temp_of_lu_suimen_UTC.data' 

 grtmp_file = 'grtmp' 
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 tree_file = 'tree.txt' 

 tree_renum_file = 'tree_renum.txt' 

 tree_p_file = 'tree' 

 tree_grd_file = 'tree.grd' 

/ 

&tree_s2srad 

 trim_tree_data = T 

/ 

&bldg_parameter 

use_bldg_bottom = F  ! オーバーハング形状を考慮する場合は T 

/ 

 

次のようにバッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，logの最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。eletopo.txt，

index.txt，tree.txtの保存先は logファイルを参照されたい。 

 

4.3.4 RenumSurf 

HAOs2srad で出力された標高建物高さデータ（eletopo.txt）及び樹木データ（tree.txt）を

入力データとして，地表面，建物壁面及び樹冠を面積要素，体積要素に分割し，nmlst_rnmsrf

を出力する。 

次のように RenumSurfディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/RenumSurf 

 

nmlstでは樹木に関する設定を行う。nmlstを以下に示す。 

 

# nmlst 

&bldg_parameter 

use_bldg_bottom = F ! オーバーハング形状を考慮する場合は T 

/ 

! 樹木の種類を変更する場合には以下の変数を設定する。 

&tree_parameter 

tree_species = 6 

 mesh_length = 5 
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tree_mesh_3d = F 

tree_type = 'Large Green', 'Small Park', 'Small Park', 'Street trees', 'Pat5', 'Pat6', '', '', '', '' 

tree_height = 1.5E+01, 1.0E+01, 1.0E+01, 1.0E+01, 1.5E+01, 1.5E+01, 0.0E+00, 0.0E+00, 

0.0E+00, 0.0E+00 

leaf_bottom = 5.0E+00, 5.0E+00, 5.0E+00, 5.0E+00, 5.0E+00, 5.0E+00, 0.0E+00, 0.0E+00, 

0.0E+00, 0.0E+00 

leaf_top = 1.5E+01, 1.0E+01, 1.0E+01, 1.0E+01, 1.5E+01, 1.5E+01, 0.0E+00, 0.0E+00, 0.0E+00, 

0.0E+00 

leaf_den = 5.7E-01, 1.0E+00, 1.0E+00, 1.0E+00, 5.7E-01, 5.7E-01, 0.0E+00, 0.0E+00, 0.0E+00, 

0.0E+00 

use_volume_element=T 

/ 

 

バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，logの最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。また，

nmlst_rnmsrfが一階層上の IOnmlstディレクトリに作成される。nmlst_rnmsrf中の nsurfの値

はMSSGの atmos.nmlstの設定に使用する（4.5節参照）。 

 

$> more ../IOnmlst/nmlst_rnmsrf 

&from_RenumSurf 

nsurf = 382527 

/ 
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4.3.5 ViewFactor_mpi 

面積要素，体積要素をブロックに分割し，ブロックごとに形態係数の計算結果を出力す

る。 
次のように，ViewFactor_mpiディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/ViewFactor_mpi 

 

nmlstに形態係数の算出に関するパラメータを設定する。以下に nmlstを示す。 

 

# nmlst 

&param_control 

nbeam= 500  ! 500以上の大きい数を設定する。 

nblock= 960 

block_start= 1 

block_end  =  960 

periodic   = F 

!   crit = 1.0d-2 

!   use_MEA_cutoff=T 

n_limit=100 

nview_max=50000 

conserve=T 

tree_decay=0.5d0 

!   binary_output=T 

/ 

 

バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，log0の最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。 
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4.3.6 ViewFactor_GT 

ViewFactor_GT の出力ファイルは，解析プログラム「surf_stat」（4.7 節）を実行する場合

に必要になる。surf_stat を実行しない場合は ViewFactor_GT を実行する必要はない。なお，

ViewFactor_GTの結果は，この後のMkInpでは使用しないため，建物解像気象計算の実行後，

必要に応じて実行しても良い。 

次のように，ViewFactor_GTディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/ViewFactor_GT 

 

バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，log0の最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。 

 

4.3.7 Solmatrix_mpi 

Solmatrix_mpiは ViewFactor_mpiで出力された vf_fileを読み，天空率（sky_file）と係数行

列（matrix_file）を出力する。 

次のように Solmatrix_mpiディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/Solmatrix_mpi 

 

nmlstでは計算に関するパラメータを設定する。rank_endはMPIプロセス数から 1を減じ

た値を設定する。 

 

# nmlst 

&param_control 

  nnonzero= 50000  ! 左記の様な値を指定する。 

  fij_neg=1.d-6 

  rank_start=0  rank_end=399   !プロセス数-1 

  conserve=T 

/ 

 

ここで，HAOs2sradで出力した nmlst_s2srad_globalを修正する。次に示すように，IOnmlst

ディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/IOnmlst 
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nmlst_s2srad_globalを次のように修正する。 

 

# nmlst_s2srad_global 

 

lutmp_file  ='../../../Pool/USECASE_TKY/../Indata/temp_of_lu_suimen_UTC.data' 

 

 

nmlst_s2srad_globalの修正後，Solmatrix_mpiディレクトリに戻り，バッチリクエストを投

入する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/Solmatrix_mpi 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，log0の最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。 

 

4.3.8 Shadow_repetitive 

土地利用データ（index_file）及び樹冠配置データ（tree_eletopo_file）を用いて，指定した

日時における日陰率データ（shadow_日時）を作成する。 
次のように，Shadow_repetitiveディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/Shadow_repetitive 

 

mk_nmlst.nmlst.orgでは計算領域の中心位置等を設定する。mk_nmlst.nmlst.orgを以下に示す

。 

 

# mk_nmlst.nmlst.org 

& location_control 

    alongitude = 139.767019  ! 計算領域中心の経度[°] 

    alatitude = 35.680882  ! 計算領域中心の緯度[°] 

    rotate = 0.0   

/ 

& time_control 

  set_date = yyyy,mm,dd,hh,mm,ss ! 日時 

  time_diff = +9.0   ! UTCから JSTに変換 

/ 

& beam_control 
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  nbeam = 625 

  n_limit = 200 

/ 

 
バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，nmlstが作成され，log.0の最終行に”%%% normaly terminated”と

出力される。 

 

4.3.9 Shadow_date 

日陰率の時系列データを編集するプログラムで，Shadow_repetitiveで作成した単一の時刻

の日陰率のデータから，日陰率インデックスデータ（shadow_index）を出力する。 

次のように Shadow_dateディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/Shadow_date 
 

nmlstで日時を指定する。nmlstを以下に示す。 

 

# nmlst 

&date_control 

  ndate = 2 ! 以下の dateで指定する日時の個数 

! 計算対象日時を含むように設定する。 

  date = 2015,8,7,5,0,0,   

2015,8,7,6,0,0, 

/  

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，logの最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。 
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4.3.10 GrndTemp 

日陰率データ（shadow_data），日陰率インデックスデータ（shadow_index），土地利用デー

タ（index_file），土地利用別表面温度データを用いて，地表面温度データ（grtmp_file）を出

力する。 
4.3.2項〜4.3.9項の計算が終了した後，次のように GrndTempディレクトリに移動し，バッ

チリクエストを投入する。 

 

$> cd $WORK/MkInp/Exe/USECASE_TKY/GrndTemp 

$> qsub da.nqs 

 

計算が正常終了すると，logの最終行に”%%% normaly terminated”と出力される。 
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MkInpの実行後，$WORK/MkInP/Exeにある USECASE_TKYディレクトリを moonの建物

解像気象計算用ディレクトリに転送する。次に示すように，ユーザーのデータ領域に建物

解像気象計算用ディレクトリを作成し，データアナライザーからファイルを転送する。 

 

# moonでディレクトリを作成 

$> cd $SDATA    # $SDATAはユーザーのデータ領域 

$> mkdir -p USECASE_TKY/data/HAO # 建物解像気象計算用ディレクトリの作成  

 

# データアナライザーから moonにデータをコピーする 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe # $WORKはユーザーのデータ領域名 

$> scp -r USECASE_TKY ¥ 

 USER_ACCOUNT@moon.es3.jamstec.go.jp:$SDATA/USECASE_TKY/data/HAO/ 

 

ここで，USER_ACCOUNT はユーザーの地球シミュレータのアカウント名を表す。

jamstec.go.jp:以下はコピー先のディレクトリである。 

MkInpで作成したディレクトリを moonにコピーした例を次に示す。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY/data/HAO/USECASE_TKY 

 

同様に，moon 上のデータ領域に USECASE_TKY/data/Pool ディレクトリを作成し，デー

タアナライザーの$WORK/MkInP/Poolにある USECASE_TKYディレクトリをコピーする。 

 

# moonでディレクトリを作成する。 

$> cd $SDATA 

$> mkdir -p USECASE_TKY/data/Pool 

 

# データアナライザーから moonにデータをコピーする。 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Pool #$WORKはユーザーのデータ領域名 

$>scp -r USECASE_TKY ¥ 

 USER_ACCOUNT@moon.es3.jamstec.go.jp:$SDATA/USECASE_TKY/data/Pool/ 

 

MkInpで作成した Poolディレクトリを moonにコピーした例を次に示す。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY/data/Pool/USECASE_TKY 
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4.4  初期値・境界値の作成 

建物解像気象計算の大気初期値・境界値として，MSSGによる気象計算の結果或いは既存

の気象 GPVデータを利用する。本ガイダンスでは，MSSGによる気象計算の結果を使用す

る方法について説明する。ただし，東京を対象とした気象計算の手順についての説明は割

愛し，本ガイダンス用に実行した MSSG 気象計算の出力ファイルを利用する。東京を対象

とした MSSG 気象計算については，本ガイダンスの専門家版にあたる「MSSG を用いた超

高解像度気象シミュレーション実行マニュアル」を参照されたい。 

本計算では，次に示すディレクトリに保存された MSSG 気象計算の出力ファイルを使用

する。 

 

/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gr

ads 

 

建物解像気象計算の計算環境は，次に示すディレクトリに保存されている。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY 

 

上記の USECASE_TKYをユーザーのデータ領域にコピーして使用する。次のようにコピ

ーする。 

 

$> cd $SDATA # $SDATAはユーザーのデータ領域を表す。 

$> cp -r /S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY . # USECASE_TKYをコピーする。 

 

気象計算の出力ファイルから建物解像気象計算用の初期値・境界値を作成するには，

「BndIni_nest_zstr」を使用し，USECASE_TKY内にある BndIni_nest_zstrディレクトリで実

行する。 

 

$> cd USECASE_TKY/data/BndIni_nest_zstr  # BndIni_nest_zstrに移動する。 

 

nmlstを編集する。初期値・境界値の作成には気象計算に関する情報を使用するため，気

象計算の設定ファイルを参照しながら編集を行う（本ガイダンスの設定のまま計算を行う

場合は修正の必要はない）。nmlstを以下に示す。赤字は計算の設定を変更する場合に注意す

る箇所を示す。「!」で始まるコメントについても参照されたい。 

 

# nmlst 

&nproc 

  dim_new = 1,1 
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/ 

&file 

! 気象計算で作成された標高データのパスを記入する。 

! 気象計算でネスト計算を行った場合は，ネストレベルを選ぶことができる。 

! ネストレベル 2の結果を使用する場合。 

in= '/S/data04/G4012/y0341/ 

mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/run/topo/distributed/topo2' 

out = './topo' 

/ 

&trans_mode / 

 

! namelist for BndIni_nest_zstr  

&mssg_data_condition 

! condition of corse grid data (Z-star cordinate)  

use_mssg_data=T  

! 気象計算の出力ファイルのパスを書く。  

! rqc（雲水量）を出力していない場合は入力しなくても良いが， 

! その場合，rqcは 0と見なされる。 

fl_file= 

'/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gra

ds/out_grd/atmos_2c_vl.grd' 

fp_file= 

/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grad

s/out_grd/atmos_2c_vp.grd' 

fr_file= 

'/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gra

ds/out_grd/atmos_2c_vr.grd' 

psa_file= 

'/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gra

ds/out_grd/atmos_2c_psa.grd' 

roa_file= 

'/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gra

ds/out_grd/atmos_2c_roa.grd' 

rqv_file= 

'/S/data04/G4012/y0341/mssg-auto.rev2.1/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/gra

ds/out_grd/atmos_2c_rqv.grd' 

rqc_file = '' 
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topo_file = 'topo.p_0000' ! topo input data (use nproc_comp to make single file) 

 

! 気象計算領域中心の緯度経度を指定する。 

  center_lam    =    139.766990     

  center_phi    =     35.680848 , 

! 気象計算の計算領域の格子数を指定する。 

  nxc = 200 ! nl in initial file 

  nyc = 200 ! np in initial file 

  nrc = 55 

! 気象計算の水平解像度を指定する。GrADSのコントロールファイルを参照されたい。 

  dlon = 0.0008993216 ! [deg] in grads ctl file 

  dlat = 0.0008993216 ! [deg] in grads ctl file 

  use_vlpr = T 

/ 

! 気象計算の鉛直格子を記入する。気象計算の namelist.rcを参照されたい。 

&zstr_axis zs_w =         0        75       176       303       457/ 

&zstr_axis zs_w =       636       842      1074      1332      1616/ 

&zstr_axis zs_w =      1926      2263      2625      3014      3429/ 

&zstr_axis zs_w =      3870      4337      4830      5350      5895/ 

&zstr_axis zs_w =      6467      7065      7689      8339      9015/ 

&zstr_axis zs_w =      9718     10446     11201     11982     12789/ 

&zstr_axis zs_w =     13622     14481     15367     16278     17216/ 

&zstr_axis zs_w =     18180     19170     20186     21229     22297/ 

&zstr_axis zs_w =     23392     24512     25659     26832     28031/ 

&zstr_axis zs_w =     29257     30508     31786     33089     34419/ 

&zstr_axis zs_w =     35775     37157     38566     40000   / 

 

&nmlst_for_MSSG 

! 以下は建物解像気象計算の設定。 

! 建物解像気象計算の計算領域中心の緯度経度を指定する。 

! 地理入力データ作成時に設定した領域中心と同じ値を使用する。 

  center_lam = 139.767019  ! 経度 [°] 

  center_phi =  35.680882  ! 緯度 [°] 

  halo=4, 

  spg_max=10, 

! 分割数を指定する（地理入力データ作成時の分割数と同じ値を使用する）。 

  dim_size=20,20 
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/ 

! 建物解像気象計算の計算領域の格子数を指定する。 

! 地理入力データ作成時の格子数と同じ値を使用する。 

&geo_control 

  nx=400, ny=400, 

  nz=151 

! nz_uniの値まで dzで指定した鉛直格子幅とし，それよりも高いところでは，&z_axis zs_w

で記述した格子を使用する（可変格子）。nz_uni=-999 とした場合は，鉛直格子幅は全て dz

である。 

  nz_uni=101 

! if (nz_uni /= -999) then zs_w data is used for k >= nz_uni+1 

! 建物解像気象計算の水平及び鉛直解像度を指定する。 

  dxy = 5.0 ! [m] 

  dz  = 5.0 ! [m] 

! 

! 気象計算の出力のうち，建物解像気象計算に使用する時間帯をステップ数で指定する。 

! 気象計算の出力は 2015年 8月 7日午前 0時から１分間隔としている。本計算では，午

前 5時から 1時間分の気象計算の結果を使用する。そのため，気象計算の出力のうち，301

ステップから 361ステップのデータを使用する（1ステップは 1分）。 

! ステップ数と時刻の関係は GrADSのコントロールファイルを参照されたい。 

  ntimes= 301 ! Start time step 

  ntime= 361 ! End time step (NOT the number of time steps) 

  date=2015, 8, 7, 5, 0, 0 ! Date & time for MSSG initial file in UTC 

  intv=   0, 0, 0, 0, 1, 0 ! Time interval of input date and MSSG boundary data 

/ 

! 鉛直格子の可変格子部分を記述する。 

&z_axis zs_w=500 505.375 511.01875 516.9446875 523.1669219/ 

&z_axis zs_w=529.700268 536.5602814 543.7632954 551.3264602 559.2677832/ 

&z_axis zs_w=567.6061724 576.361481 585.554555 595.2072828 605.3426469/ 

&z_axis zs_w=615.9847793 627.1590183 638.8919692 651.2115676 664.147146/ 

&z_axis zs_w=677.7295033 691.9909785 706.9655274 722.6888038 739.1982439/ 

&z_axis zs_w=756.5331561 774.734814 793.8465547 813.9138824 834.9845765/ 

&z_axis zs_w=857.1088053 880.3392456 904.7312079 930.3427683 957.2349067/ 

&z_axis zs_w=985.471652 1015.120235 1046.251246 1078.938809 1113.260749/ 

&z_axis zs_w=1149.298787 1187.138726 1226.870662 1268.589195 1312.393655/ 

&z_axis zs_w=1358.388338 1406.682755 1457.391892 1510.636487 1566.543311/ 
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プログラムを実行する。 

 

$> ./go > &log.go 

 

プログラムが正常に終了すると，log.goの最終行に”%%% normally terminated”と出力され

る。なお，本プログラムはシェル上で実行するため，計算領域の大きさと積分期間の長さ

次第では CPU時間の制限を超える可能性がある。そのため，事前に limitコマンドで cputime

を上限（4時間）まで増やしておくと良い。CPU時間を 4時間まで増やすには次のように入

力する。 

 

$> limit cputime 4h 
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4.5  MSSG の設定 

atmos.nmlstを編集する。3次元放射計算24を使用しない場合は，人口排熱の有無と計算終

了日時を設定する。3次元放射計算を使用する場合は，人口排熱と計算終了日時の設定に加

え，放射計算に関するパラメータを入力する。パラメータの設定には，計算領域の最寄り

の気象台 25による気象観測データを使用するため，気象庁のウェブサイト

（https://www.jma.go.jp/jp/amedas/）を適宜参照する。atmos.nmlstの一部を以下に示す。「!」

で始まるコメントについても参照されたい。 

 

(a) 人口排熱 

use_anth_heat = F ! 人口排熱を使用する場合は T，使用しない場合は F 

 

(b) 3次元放射計算 

  use_s2srad = T ! 3次元放射計算を使用する場合は T，使用しない場合は F。 

  nsurf = 382527 ! RenumSurf実行後に作成される nmlst_rnmsrfを参照する。 

! Solmatrix_mpiの logに出力された nnonzeroよりも大きい値を nnonzeroに入力する。 

nnonzero = 334708  

  tempdum = 308.45 ! 最寄りの気象台における積分終了時刻の気温[K]を入力する。 

! 積分終了時刻における temp_of_lu.dataの土地利用番号（lu）が 1 のうち， 

! 左側（日陰）の温度を入力する。 

temp_hikage = 309.47  

temp_hinata = 325.77 ! 上記と同様にして右側（日向）の温度を入力する。 

center_phi_r = 35.680882 ! 計算領域中心の緯度 

  center_lam_r = 139.767019 ! 計算領域中心の経度 

grtm_deep = 304.65 ! 最寄りの気象台における積分終了日の平均気温を入力する。 

tm_dew = 296.45 ! 最寄りの気象台における積分終了時刻の露点温度を入力する。 

! 最寄りの気象台において積分終了時刻付近の視程（L）を用いて 

! turbidity=0.2×10(km)/L(km)より算出した値を入力する。 

turbidity = 0.2  

tm_dayave = 304.65 ! 最寄りの気象台における積分終了日の日平均気温を入力する。 

out_start = 2015,08,07,05,00,00 ! 計算結果の出力を開始する時刻 

interval = 10 ! 出力間隔（単位は以下の”unit”で指定する） 

unit = 'sec' 

  

 
24 建物の壁面，地表面，樹冠による３次元的な放射を考慮して，建物の壁面の温度を算出する計算。 
25 3次元放射計算では気温，露点温度，視程を使用するが，AMeDAS では観測していないため，気象台の観測値を使用

する。 
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4.6  計算機資源・ステージイン/アウトの設定及び計算の実行 

バッチスクリプト（L.nqs）を編集する。バッチスクリプトでは，MSSG計算に使用する入

力データや MSSG 実行形式等の地球シミュレータにステージインするファイルと，計算結

果等の moonにステージアウトするファイルを書く。 

バッチスクリプトを以下に示す。 

 

  # L.nqs 

#!/bin/sh 

# Job Script for L-system 

#================================================== 

# Parameters 

#================================================== 

#------------------------------ 

# Nodes & Processes 

#------------------------------ 

# Processor Nodes 

#PBS -w PN=100   # 1ノードあたり 4プロセスのため 100ノード使用する。 

#PBS -w PNM1=99  # ノード数−1 

#PBS -w NP=400   # 分割数 20×20=400 

#PBS -w NPM1=399  # プロセス数−1 

#PBS -v PER=4 

#PBS -v TASK=1 

 

#------------------------------ 

# Load Module 

#------------------------------ 

#PBS -v LM=yy030000 

 

#------------------------------ 

# Directory 

#------------------------------ 

#PBS -w OUT=out 

#PBS -w CRES=2015080705 

#PBS -w CASE=USECASE_TKY 

### $SDATAには，ユーザー自身の Sデータディレクトリ名を記入する。 

#PBS -w TOPDIR=$SDATA 

#PBS -v MONITR=${TOPDIR}/${CASE}/${CRES} 
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#PBS -v SRCDIR=${TOPDIR}/${CASE}/${CRES} 

#PBS -w OUTDIR=${TOPDIR}/${CASE}/${CRES}/${OUT} 

 

# atmos 

#PBS -w A_INIT=${TOPDIR}/${CASE}/data/BndIni_nest_zstr/Exe 

#PBS -w A_SIDE=${TOPDIR}/${CASE}/data/BndIni_nest_zstr/Exe 

#PBS -w A_HEAT=${TOPDIR}/${CASE}/data/HAO/USECASE_TKY/HAOdynamics 

#PBS -w A_TOPO=${TOPDIR}/${CASE}/data/HAO/USECASE_TKY/HAOdynamics 

#PBS -w A_INDX=${TOPDIR}/${CASE}/data/HAO/USECASE_TKY/HAOdynamics 

#PBS -w A_URBN=${TOPDIR}/${CASE}/data/HAO/USECASE_TKY/HAOdynamics 

 

# s2srad 

#PBS -w A_GRTM=${TOPDIR}/${CASE}/data/Pool/USECASE_TKY 

#PBS -w A_TREE=${TOPDIR}/${CASE}/data/Pool/USECASE_TKY 

#PBS -w A_S2SR=${TOPDIR}/${CASE}/data/Pool/USECASE_TKY 

 

#PBS -v EXEDIR=./${CASE} 

 

#================================================== 

# System 

#================================================== 

#PBS -q L -b ${PN} -l elapstim_req=15:00:00 -r y 

### $SDATAは，ユーザー自身の Sデータディレクトリを指定する。 

#PBS -v NFS_MNT_ONE=$SDATA 

#PBS -l filecap_job=500gb 

 

赤字部分が主な設定箇所である。計算を行うユーザーは，$SDATAを自身の Sデータディ

レクトリに修正する。主な設定内容については，スクリプト内のコメントを参照されたい。 

バッチスクリプトの編集後，chkstginで計算に必要なファイルがステージインされるかを

確認し，エラーがあれば，該当箇所を修正する。 

 

$> chkstgin L.nqs 

 

chkstginでエラーがなければ，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub L.nqs 
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バッチジョブの実行状況は reqstatを実行して，また，計算の途中経過は log.0で確認でき

る。 

 

$> reqstat 

$> tail -f log.0 

 

計算結果は，out/out_ctl ディレクトリ以下に GrADS 形式で保存される。建物解像気象計

算の結果は，z 座標系26で出力されることに注意されたい。標準出力及び標準エラーは，そ

れぞれ，out/stdout及び out/stderrに出力される。 

  

 
26 鉛直座標を平均海面からの高さで定義する。 
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4.7  ポスト処理 

「surf_stat」はMSSG建物解像気象計算の 3次元出力結果から地表面付近の気温や暑さ指

数を算出する解析プログラムである。 

本計算は地球シミュレータのインタラクティブノード27を使用して行う。東京駅建物解像

気象計算に使用した surf_statの設定例については，次に示すディレクトリを参照されたい。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY/surf_stat 

 

surf_statを実行する場合は，建物解像気象計算により作成された out/out_ctlに surf_statデ

ィレクトリをコピーする。 

 

cp -r /S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY/surf_stat 

$SDATA/USECASE_TKY/2015080705/out/out_ctl 

 

surface_stat.f90を編集する。主な編集箇所を以下に示す。 

 

#surface_stat.f90 

    integer :: nsurf = 382527    ! atmos.nmlstで設定した値を使用する。  

    integer :: nl=400, np=400, nr=151  ! 水平及び鉛直格子数 

    integer :: nprc=400   ! MPIプロセス数 

    integer :: nx=1, ny=1  

    integer :: nz=1 

    integer :: nz_read=1 

    integer :: nxdum=1, nydum=1 

    integer :: ntsta=1, ntend=360    ! ポスト処理の開始及び終了時間ステップ 

    integer :: spng=25   ! スポンジの数 

    integer :: nview_max=50000  ! ViewFactor_mpiで設定した値 

    real(8) :: dx=5.0, dy=5.0, dz=5.0 ! 水平及び鉛直解像度 

 

プログラムの先頭付近だけでなく，中盤付近にも上記と同様の設定をする箇所があるこ

とに注意されたい。編集後に makeでコンパイルを行い，実行形式を作成する。 

 

$> make 

 

次に，calc_grid.nml を編集する。calc_grd.nml は主に並列計算に関する設定を行う。

calc_grid.nmlの一部を次に示す。 
 

27 地球シミュレータの計算ノードの一つ。バッチスクリプトを必要とせず，対話的に計算を行う。 
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# calc_grd.nml（抜粋） 

div_i_calc = 2 

div_j_calc = 2 

 

div_i_calc，div_j_calcは経度方向及び緯度方向の計算領域の分割数を表す。両者を掛けた

値が MPI プロセス数である。本計算はプロセス数の上限が 4である地球シミュレータのイ

ンタラクティブノードを使用するため，これらの値を使用する。 

次に，surf_statの計算に必要なデータが保存されているディレクトリを指定する。尚，4.3.6

項で述べたように，surf_stat を実行するためには ViewFactor_GT による出力ファイル

（form_GT_*）が必要となるため，事前に ViewFactor_GTを実行していない場合は，データ

アナライザーで実行し，出力ファイルを次に示す dir_s2sradで指定されるディレクトリにコ

ピーする。 

入力データのディレクトリを次のように設定する。 

 

# calc_grd.nml 

dir_s2srad = '../../../../data/Pool/USECASE_TKY.2015080705/' 

 

地球シミュレータのインタラクティブノードにログインし，surf_statのディレクトリに移

動し，実行する。 

 

$> qlogin 

$> cd $SDATA/USECASE_TKY/2015080705/out/out_ctl/surf_stat 

$> mpirun -np 4 ./go.sh # 分割数を 2×2=4としたため，プロセス数は 4である。 

 

計算結果は GrADS 形式で出力される。GrADS用のコントロールファイルは mkctl.shを用

いて作成する。mkctl.shの主な編集箇所は以下の部分である。計算領域の南西端の緯度経度

等の値については，建物解像気象計算の出力（GrADS のコントロールファイル）を参照さ

れたい。 

 

#mkctl.sh 

new_xdef=400               # 経度方向格子数 

new_ydef=400               # 緯度方向格子数 

new_tdef=360               # 時間ステップ数 

new_lon0=139.75598100      # 計算領域の南西端の経度 [°] 

new_dlon=0.0000553577      # 経度方向の解像度 [°] 

new_lat0=35.67195130       # 計算領域の南西端の緯度 [°] 
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new_dlat=0.0000449661      # 緯度方向の解像度 [°] 

 

$> ./mkctl.sh 

 

out_ctlディレクトリにコントロールファイルが保存される。 

出力ファイルは GrADS 形式であるため，GrADSで可視化できる。GrADSの使用方法につ

いては，3.13項「計算結果の確認」を参照されたい。GrADSによる可視化の例を図 4.4に

示す。 

 

  
(a) 気温（2.5m 高）    (b) 風速・風向（2.5m 高） 

 

図 4.4  MSSG 建物解像気象計算結果の GrADS による可視化 

 

海洋機構により開発されている VDVGE は，GrADS 形式のファイルをサポートしている

ため，本章の冒頭に示したような可視化が可能である（図 4.1）。VDVGEの使用方法につい

ては，次に示すウェブサイトのマニュアルを参照されたい。 

 

https://www.jamstec.go.jp/ceist/aeird/avcrg/vdvge.ja.html 

 

 

以上 


