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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）を用いて，数キロメートル〜数百メートルの

水平解像度による「気象計算」，及び，数メートル解像度の「建物解像気象計算」の設定方

法及び実行手順を記したユーザーマニュアルである。 

本マニュアルは文部科学省「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。本

マニュアルの入門者向けに相当するガイダンスが「MSSGを用いた超高解像度気象シミュレ

ーションの手引き」であり，経験者向けマニュアルがこの文書に当たる。ガイダンスでは

ユーザーが手引きに従って MSSG 計算を体験することを目的としているが，本マニュアル

ではユーザーがマニュアル通りの計算を行うだけでなく，設定を変更して計算を行うこと

を目的として書かれている。そのため，ガイダンスよりも詳しい説明が加えられている。 

以下，第 2 章では東京駅周辺を対象とした MSSG 気象計算の設定方法と実行手順につい

て解説し，第 3章では第 2章の気象計算の結果を初期値・境界値とした MSSG建物解像気

象計算について説明する。第 4 章では，熊谷スポーツ文化公園を対象とした MSSG 気象計

算及びMSSG建物解像気象計算の設定方法及び実行手順について説明する。 

なお，本マニュアルでは海洋機構所管の「地球シミュレータ」と「データアナライザー」

を用いて MSSG 計算をはじめとする入力データ作成や解析処理を行うものとして説明を行

う。これらの計算機のアカウントは，海洋機構の担当者と相談の上，申請されたい。 
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第2章 MSSG 気象計算の設定方法と実行手順 

 

本章ではMSSGを用いた気象計算の設定方法と実行手順について，「東京を対象とした気

象計算」を例に挙げて解説する。本計算では，気象庁により作成された水平解像度 10kmの

メソ数値予報モデル GPV（MSM）を初期値・境界値とし，水平解像度を 1km-300m-100m

と段階的に高解像度化することにより，東京の気温，湿度，風速等を水平解像度 100mで計

算する。本計算の結果は，第 3章「MSSG建物解像気象計算の設定方法と実行手順」におい

て，東京駅周辺を対象とした建物解像気象計算の入力データとして使用する。 

本章で行う気象計算及び第 3章で行う建物解像気象計算の計算期間の関係を表 2.1に示す。

気象計算は 2015年 8月 7日 0時から 6時（UTC）まで行い，建物解像気象計算は気象計算

の結果を初期値・境界値として 5時から 6時まで行う。 

 

表 2.1  東京気象計算及び建物解像気象計算の計算期間（UTC） 

 

 

図 2.1に MSSG気象計算の実行手順を示す。気象計算は「MSSG自動実行システム1」を

用いて地球シミュレータ上で行う。 

本マニュアルでは，図 2.1の手順に沿って東京を対象とした気象計算の設定方法と実行に

ついて説明する。はじめに，MSSG自動実行システムをインストールし（2.1節），入力デー

タを準備する（2.2節）。続いて，計算の設定を行い（2.3節～2.11節），計算を実行する（2.12

節）。また，計算結果の確認方法について紹介する（2.13節）。 

 
1 ユーザーが計算領域や入力データ，積分時間等を設定することでMSSG計算を簡易に実行できる。revision-2.1を使用
した。 

年月日

時刻（UTC）

気象計算

建物解像気象計算

2015/8/7

5:00:00 6:00:001:00:00 2:00:00 3:00:00 4:00:00 0:00:00
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図 2.1  MSSG 気象計算の実行手順 
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2.1  MSSG 自動実行システムのインストール 

気象計算を行うディレクトリに「MSSG自動実行システム」をインストールする。インス

トール先は，入力データ及び計算結果を保存するため，大規模ファイル用の「データ領域2」

を使用する。MSSG 自動実行システムには MSSG の実行形式，設定のサンプル，ツール類

が同梱されている。本マニュアルで扱うMSSG気象計算では，既定のMSSG自動実行シス

テムに加え，本マニュアル用に作成した高解像度標高データ，土地利用属性データ，各種

設定ファイルを使用する。 

次に示すように，mssg-auto.rev2.1 ディレクトリをユーザー自身のデータ領域（$SDATA）

にコピーする。 

 

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

$> cd $SDATA  

 

本マニュアルでは，ユーザー自身のデータ領域を$SDATA（例：/S/data04/G4012/y0999），

また，MSSG 自動実行システムをインストールしたディレクトリを$MSSG_ROOT（例：

/S/data04/G4012/y0999/mssg-auto.rev2.1）と書いた。適宜読み替えて頂きたい。 

 

2.2  初期値・境界値及びその他の入力データの準備 

MSSG の主な入力データを表 2.2 に示す。MSSG 自動実行システムでは既定の大気初期

値・境界値として，気象庁が作成する全球数値予報モデル GPV3（GSM）またはメソ数値予

報モデル GPV（MSM）を使用する。これらのデータは，ユーザーが指定した計算期間につ

いて京都大学生存圏データベース4からダウンロードされる。計算期間の指定は，2.11節「計

算期間の設定」で行う。 

大気初期値・境界値以外の入力データは，$MSSG_ROOT/MSSG/data以下に保存されてい

る。これらのデータは表 2.2に示すデータソースから作成されており，データの領域，期間，

空間解像度，時間間隔はデータソースの値を使用している。データは GrADS 形式であり，

コントロールファイル（拡張子 ctl）とデータ本体（拡張子 grd）がセットで保存されている。 

表 2.2に示したデータのうち，人口排熱データは関東近郊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，関東近郊及び大阪以外のシミュレー

ションでは人口排熱を利用できない。ただし，ユーザー自身で人口排熱データを作成して

導入することは可能である。また，都市キャノピーモデル用のパラメータ及び大気放射モ

デルMSTRNX用の入力データ以外は，既存の大気再解析データまたはユーザー自身で作成

したデータを使用できる。 

入力データを計算領域について切り出し，解像度を変換し，MPI プロセスへの割り当て

 
2 /S/dataXX/グループ ID/ユーザーID（XXは二桁の数字）で表されるディレクトリ。 
3 Grid Point Value 
4 京都大学生存圏データベース気象庁データ（http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/），最終確認 2019年 12月 17
日． 
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等を行うプログラムのための設定を 2.5節～2.8節で行う。 

 

 

表 2.2  MSSG 気象計算の入力データ（既定） 

ディレクトリ名5 入力変数 データソース 
入力ファイル名 

（mkall_lv に使用） 

init_atm 大気初期値 MSM6，GSM7等の 

気象 GPV 

- 

init_atm_side 大気境界値 - 

topo 標高 USGS8 GTOPO30 GTOPO30.ctl 

index 土地利用 USGS Land Use/Land 

Cover System Legend 

(Modified Level 2) 

gusgs2_0.ctl 

sst 海面水温 MSM，MGDSST9 - 

ozone オゾン ERA4010 ozone.ctl, gz.ctl 

soil 土壌水分量・温度 NCEP/NCAR 再解析

データ11 

soil_fill.ctl 

aerosol2 エアロゾル JAMSTEC aerosols.ctl 

anthheat2d 人口排熱 JAMSTEC anth_heat_*.ctl 

ice 海氷密度 HadISST12 ice_clim.1948-2005.ctl 

urban 都市キャノピー用 

パラメータ 

WRF13 
- 

mstrnx 大気放射モデル用 

入力データ 

MSTRNX14 
- 

ref4rd レイリーダンピング用

入力データ 

NCEP/NCAR 再解析

データ 

ncep_ref4rd.ctl, 

ncep_z4rd.ctl 

 

  

 
5 $MSSG_ROOT/MSSG/dataにあるディレクトリ名。 
6 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。 

7 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。 

8 米国地質調査所（United States Geological Survey） 
9 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。 

10 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。  
11 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。 
12 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。 
13 Weather Research Forecasting。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。 
14 大気放射モデル（Sekiguchi and Nakajima, 2008）。http://157.82.240.167/~clastr/dl/mstrnx.html 
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2.3  QSUB_SET ディレクトリの設定 

計算ケース名（QSUB_SET）を設定する。本計算の QSUB_SETは，「USECASE_TKY」と

する。この計算ケースのための設定ファイルを保存するディレクトリを作成する。次のよ

うに，qsub_setディレクトリに移動する。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/MSSG_AUTO/qsub_set 

 

qsub_setディレクトリには「300m_100m」，「g100km_30km」等のディレクトリが用意され

ている。ディレクトリ名が QSUB_SET名に対応し，各計算ケースの設定ファイルが保存さ

れたディレクトリである。本計算は「USECASE_TKY」を使用する。USECASE_TKY ディ

レクトリには，本マニュアル用に作成した東京の気象計算のための各種設定ファイルが保

存されている。ユーザー自身で新たな QSUB_SETを作成する場合は，USECASE_TKYをコ

ピーして設定ファイルの編集を行うと良い。 

 

2.4  QSUB_SET 名・初期値/境界値データの設定 

MSSG 実行形式のバージョン，入力データ，初期値・境界値データ等を設定する。

MSSG_AUTOディレクトリに移動し，go_ALL.es.shを編集する。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/MSSG_AUTO 

 

go_ALL.es.shの設定例を以下に示す。赤字で示した部分が主な編集箇所である。「#」で始

まるコメントについても参照されたい。MSSG実行形式の revision番号については，該当す

るディレクトリを確認すること。また，MSSGのソースコードをコンパイルして使用する場

合は，付属書 A「MSSGのコンパイル」を参照されたい。 

 

# go_ALL.es.sh 

# MSSG実行形式の保存ディレクトリ。 

export MSSG_LM_DIR=${TOP_DIR}/MODEL/r1417.${HOST}/run  

# QSUB_SET名 

export QSUB_SET=USECASE_TKY 

# GSMを使用する場合は GSM_GPV_Rgl または GSM_GPV_Rjpを，MSMを使用する場合

はMSM_GPV_Rjpを記入する。 

export GPV_DATASET="MSM_GPV_Rjp" 

# 海面水温にMGDSSTを使用する場合は T。Fにした場合はMSMの 1.5m気温を使用する。 

export USE_MGDSST=F 
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MSSG 自動実行システムでは，計算実行時に計算環境として，QSUB_SET 名に積分開始

時刻，さらに，3 桁のケース番号を付加したディレクトリが作成される（例えば，

USECASE_TKY_20150807_00UTC.000）。デフォルトの設定では，計算日時を変更すること

なく再計算する度にケース番号が 1 ずつ加えられたディレクトリが作成され，設定ファイ

ルや計算結果が保存される。これを抑制するためには，以下のようにケース番号を固定す

る。 

 

export CASE_NUM=000 

 

2.5  ネスト数とプロセス数の設定 

計算領域のネスト数とネスト毎に使用するMPIプロセス数を設定する。QSUB_SETディ

レクトリに移動し，go_MSSG.sh を編集する。編集する箇所は「regionals」と「div_sizes」

である。 

 

$> cd USECASE_TKY 

 

# 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=("1,5" "1,5" "1,5")  #ネスト領域毎にMPIプロセス数を指定する 

 

本計算は 3段階のネスト計算を行うため，上記のように設定した。div_sizesの設定におい

て，”1,5”は計算領域の経度方向の分割数を 1，緯度方向の分割数を 5とし，MPIプロセスと

して 1×5=5 プロセスを使用することを意味する。したがって，上記の設定の場合，緯度方

向の格子数は 5で割り切れる数でなければならない。MPIプロセス数は，2.6節「ノード数

の設定」及び 2.7節「計算領域の設定」において必要になる。また，ネスト領域の中心位置

等の設定も 2.7節「計算領域の設定」で行う。 

 

2.6  ノード数の設定 

2.5節「ネスト数とプロセス数の設定」により，使用するプロセス数が決まるため，バッ

チスクリプト（nqs.ES）を編集して計算ノード数を設定する。地球シミュレータの 1ノード

は 4 プロセスあり，本計算では総プロセス数を 15 に設定したため（2.5 節「ネスト数とプ

ロセス数の設定」参照），ノード数は 5とした。nqs.ESの設定例を以下に示す。 

 

# nqs.ES 

#PBS -w PN=5      # ノード数 

#PBS -w PNM1=4   # PN - 1 

#PBS -w NP=5      # 
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#PBS -w NPM1=4   # NP - 1 

#PBS -v PER=1 

#PBS -v TASK=4 

 

地球シミュレータを用いて MSSG 計算を行う場合，nqs.ES で指定するノード数（PN），

総プロセス数（NP），タスク数（TASK）の間では，次に示す関係が満たされる必要がある。 

 

PN × PER = NP 

PER × TASK = 4 

 

また，2.5節「ネスト数とプロセス数の設定」で述べたように，計算領域の 1辺の格子数

がその 1辺を担当するプロセス数で割り切れる必要がある。 

 

2.7  計算領域の設定 

計算領域の設定は mkall_lvを用いる。mkall_lvは QSUB_SETディレクトリ内にあり，ネ

ストの数だけ必要である。本計算では 3 段階のネスト計算を行うため，3 つの mkall_lv

（mkall_lv0，mkall_lv1，mkall_lv2）を使用する。 

本計算の計算領域中心は，北緯 35.680848°，東経 139.766990°とし，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 45km四方，最も内側のネストレベル 2は水平格子間隔

100m・20km四方とする。鉛直層数はすべてのネストレベルで共通の 55層である。 

はじめに，水平解像度が最も粗いネストレベル 0 の計算領域中心の緯度経度，水平解像

度，格子数を mkall_lv0 で設定し，その後，ネストレベル 1 用に mkall_lv1 を，また，ネス

トレベル 2用に mkall_lv2を設定する。 

計算領域の中心位置の経度と緯度をそれぞれ「set clam」及び「set cphi」で指定する。

mkall_lv0の設定例を以下に示す。 

 

# mkall_lv0 

set clam = 139.766990d0           # 経度[°]（世界測地系十進表記） 

set cphi = 35.680848d0            # 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。2.5節「ネスト数とプロセス数の設定」で述べ

たように，使用するプロセス数を勘案して設定する。本計算では 100×100格子とする。 
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set nlg = 100                    # 経度方向の格子数 

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

 

鉛直格子数を「nr」で設定する。鉛直格子の詳細な設定については mkall_lvの設定後に述べ

る（本節内）。 

 

if( $tag == "init_nest" ) then 

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

  set tag    = init_atm 

    set nr     = 55 

 

その他のネスト領域についても mkall_lv0と同様に，ネスト領域分の mkall_lvX（X=1，2，

‥）を編集する。3 段階のネスト計算の場合は，mkall_lv0の他に mkall_lv1と mkall_lv2を

編集する必要があり，これらのファイルがない場合は mkall_lv0 をコピーして作成する

（USECASE_TKYディレクトリには設定済みの mkall_lv1及び mkall_lv2があるためコピー

の必要はない）。 

本計算は 3段階のネスト計算であるため，mkall_lv0，mkall_lv1，mkall_lv2を用意したが，

4 段階のネスト計算の場合は，さらに mkall_lv3 が必要になる。また，2 段階のネスト計算

の場合は，mkall_lv2は必要ない。 

ネストレベル 1とネストレベル 2の水平解像度と格子数を次のように設定する。 

 

# mkall_lv1 

set dxy = 300.0d0   # 水平解像度[m] 

set nlg = 150                    # 経度方向の格子数 

set npg = 150                    # 緯度方向の格子数 

 

# mkall_lv2 

set dxy = 100.0d0   # 水平解像度[m] 

set nlg = 200                    # 経度方向の格子数 

set npg = 200                    # 緯度方向の格子数 

 

本計算では全てのネストレベルの計算領域中心を同じ緯度経度に設定したが，必ずしも

同じ位置にする必要はない。ただし，狭域のネスト領域が広域のネスト領域を跨ぐことが

ないよう留意する。 
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参考までに，本計算で使用する計算領域の標高と土地利用属性の分布を図 2.2に示す。最

も外側の枠で囲まれた領域がネストレベル 0，その内側の枠で囲まれた領域がネストレベル

1，最も小さい矩形領域がネストレベル 2を表す。 

 

  

(a)  標高    (b)  土地利用属性 

 

図 2.2  計算領域の標高と土地利用属性 

 

鉛直格子は全てのネストレベルで共通であり，namelist.rc で設定する。ネームリスト名

「z_axis」の変数「zs_w」に地表面からの高さを，また，変数「new_nr」に鉛直層数を設定

する。また，鉛直最上端の高さ（zs_wの最後の数値）をネームリスト名「data02」の変数「height」

にする。MSSGでは，zs_wで指定した格子の中心が使用される。つまり，zs_wの第 1層及

び第 2層の高さが 0m及び 75mである場合，地上 37.5mにおける変数が出力される。本計

算では鉛直層数を 55，上端の高さを 40000m とする。namelist.rc の設定例を以下に示す。

dummyが設定された項目は自動化システムのデフォルトの設定を使用する 

 

# namelist.rc 

&data00    nr     = dummy ! 入力データの鉛直格子数 

           new_nr = 55  ! MSSG気象計算に使用する鉛直格子数 

           ntrc   = 2  ! 入力データの変数の個数（水蒸気量と雲水量） 

/ 

 

&data08    initial_file = dummy   ! 変換元ファイル 

           z_file    = dummy   ! 入力する標高データ 

           topog_file= dummy   ! 変換後の標高データ 
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           restart_file = dummy  ! 変換後ファイル 

           my_rank  = dummy  ! データファイルの名前に使用する 

           writehead  = dummy  ! データに var=timeのレコードを書き込むか否か 

           zast_to_zast = dummy  ! 鉛直座標の変換 

/ 

&timeshot  nshot_start  = dummy   ! データが複数時刻ある場合の変換開始ステップ 

           nshot_end  = dummy   ! データが複数時刻ある場合の変換終了ステップ 

/ 

&option    chk_write     = T      ! 変換後の GrADSファイルを出力 

           const_pot_temp = T      ! 温位一定となるように外挿する 

           loglaw        = T    ! 対数則を用いて風速成分を外挿 

/ 

&data02    height = 40.0d3 /    ! 鉛直方向の高さ[m] 

 

&datacase case = dummy /     ! 特殊な計算ケースで使用する 

 

! 鉛直格子[m]を 5列で指定する 

&z_axis zs_w=         0,        75,       176,       303,       457/ 

&z_axis zs_w=       636,       842,      1074,      1332,      1616/ 

&z_axis zs_w=      1926,      2263,      2625,      3014,      3429/ 

&z_axis zs_w=      3870,      4337,      4830,      5350,      5895/ 

&z_axis zs_w=      6467,      7065,      7689,      8339,      9015/ 

&z_axis zs_w=      9718,     10446,     11201,     11982,     12789/ 

&z_axis zs_w=     13622,     14481,     15367,     16278,     17216/ 

&z_axis zs_w=     18180,     19170,     20186,     21229,     22297/ 

&z_axis zs_w=     23392,     24512,     25659,     26832,     28031/ 

&z_axis zs_w=     29257,     30508,     31786,     33089,     34419/ 

&z_axis zs_w=     35775,     37157,     38566,     40000/ 
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2.8  入力データの設定 

気象計算に使用する入力データを mkall_lv ファイルで設定する。本計算ではデフォルト

の入力データ（2.2節「初期値・境界値及びその他の入力データの準備」参照）を使用する

ため，設定の変更はないが，ユーザー自身で用意した入力データを使用する場合は入力フ

ァイル名を適宜設定する。以下にデフォルトの標高データ（GTOPO30.ctl）を変更する場合

の修正箇所を赤字で示す。 

 

# mkall_lvX (X=0,1,2) 

if ( $tag == "topo" ) then 

  中略 

  set files         = `ls GTOPO30.ctl` 

set ave_scale_min = $ave_scale 

endif 

 

if( $tag == "zsd" ) then 

  中略 

  if( $side == "T" ) then 

    exit 

  else 

    set files = `ls GTOPO30.ctl` 

  endif 

endif 

 

なお，第 4 章「熊谷スポーツ文化公園気象・建物解像気象計算」では，国土地理院数値

標高モデルによる標高データ及び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

用属性データを使用した例があるので参照されたい。また，本マニュアルの入門者向けに

当たるガイダンス「MSSGを用いた超高解像度気象シミュレーションの手引き」の 3.8節も

参考になるであろう。 

 

2.9  atmos.nmlst の設定 

計算に使用する物理モデル，数値スキーム，出力変数等を atmos.nmlst で設定する。

atmots.nmlst には数多くの設定項目があるが，本マニュアルでは，主な設定項目と設定方法

のみを以下に示す。 

 

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，ネストの数−1 が最大のネスト
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レベルになる。そのため，max_lv_of_each_area は「ネストの数−1」の値にする。本計算

では 3段階のネストを行うため，max_lv_of_each_areaの値は 2である。 

 

# atmos.nmlst 

&nest_area 

max_lv_of_each_area = 2 

 

② 入力ファイル 

atmos.nmlst のネームリスト名「file_3d_data」において，ネストの番号（nest=0,0 等）とフ

ァイル名（file_name）で指定する。以下に設定例を示す。 

 

# atmos.nmlst 

&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 

 

上記の atmos.nmlstでは，ネストレベル 0（nest=0,0），1（nest=1,1），2（nest=2,1）に対し

てオゾン，レイリーダンピング用データ，エアロゾルを入力ファイルとして使用すること

を表している15。ネストレベル 0については’ozone/distributed/ozone0’のようにファイル名が

明記されているが，ネストレベル 1 及び 2 についてはファイル名が書かれていない。これ

は，MSSGの atmos.nmlstでは，繰り返しの場合は省略した形で記載できるためである。つ

まり，ネストレベル 1用のオゾンのファイル名は’ozone/distributed/ozone1’である。 

本計算は 3 段階のネスト計算であるため，ネストレベル 0 から 2 までの入力ファイルが

記入されているが，計算に使用するネストレベルの数に応じて編集する。例えば，2段階の

ネスト計算を行う場合には，ネストレベル 2についての入力ファイルは必要なく，4段階の

ネスト計算を行う場合には，ネストレベル 3 の入力ファイルのための行を追加する必要が

ある。 

 
15 「nest=」で書かれた 2つの数字は「ネストレベル」と「エリア」を表す。MSSGでは複数のエリアに対してネスト計
算を行うことが可能である。ネスト計算を行う場合の最も外側の計算領域は nest=0,0と表される。例えば，日本全体（エ
リア 0）の計算を行い，北海道（エリア 1）に対して 1段ネスト計算を行う場合の計算領域は nest=0,0，nest=1,1で表さ
れる。さらに，九州（エリア 2）で 2段ネスト計算を行う場合，nest=1,2，nest=2,2が加わる。 
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③ 物理モデルの選択 

使用する物理モデルをネームリスト名「physics_scheme」で設定する。本計算で使用する

主な物理モデルを以下に示す。 

 

# atmos.nmlst 

radiation  = 4  ! 大気放射，4: MSTRNX 

  cloud_microphysics = 2  ! 雲微物理，2: Reisner修正版  

  canopy_scheme = 2  ! 都市キャノピー，2: Kusaka et al.（2001） 

use_anth_heat2d = T  ! 人口排熱を使用する場合は T，使用しない場合は F 

 

上記の設定は，人口排熱以外は MSSG の既定の設定である。MSSG に入力する人口排

熱データは，関東近郊については用意されているが，その他の地域については未整備で

あるため，計算領域が関東以外の場合は，ユーザー自身でデータを用意するか，人口排

熱のオプションを無効（use_anth_heat2d = F）にする。 

都市キャノピーモデル（canopy_scheme）を使用する場合は，鉛直最下層の解像度が 20m

よりも厚い必要があるため，鉛直格子の設定（namelist.rc；2.7節「計算領域の設定」参照）

に注意されたい。 

 

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，以下のように記載し，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」を削除する。 

 

# atmos.nmlst 

&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。

気象計算の結果を建物解像気象計算の初期値・境界値として使用する場合は，vl（風速の経

度方向成分），vp（風速の緯度方向成分），vr（風速の鉛直方向成分），psa（圧力），roa（大

気密度），rqv（水蒸気量），rqc（雲水量）を出力する。 

海面気圧（slp）を出力する場合の atmos.nmlstを次に示す。出力時間間隔は変数「interval」

（間隔）と「unit」（単位）で設定する。本計算では 1分間隔で出力する。本計算の atmos.nmlst

では，slp よりも下に記載された出力変数には，出力時間間隔や単位が書かれていないが，

これは，slpの設定内容を継承する場合は intervalや unitを省略できるためである。 
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# atmos.nmlst 

! z* coordinate 

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

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

 

2.10  計算機資源・ステージイン/アウトの設定 

地球シミュレータでは，MSSG 実行形式や入力データ等の MSSG 計算に使用するファイ

ルをユーザーのデータ領域から地球シミュレータのWORK領域に転送（ステージイン）し，

計算で得られたファイルをWORK領域からデータ領域に転送（ステージアウト）する。ス

テージイン／アウトするファイルは漏れなくバッチスクリプト（nqs.ES）に記載する必要が

ある。以下に，土地利用属性データのステージインの箇所を示す。 

 

# nqs.ES 

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_IDX}/index0.nmlst,${A_IDX}/" 

#PBS -I 

"${RUNDIR}/${A_IDX}/index0.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${A_IDX}/

"  

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_IDX}/index1.nmlst,${A_IDX}/" 

#PBS -I 

"${RUNDIR}/${A_IDX}/index1.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${A_IDX}/

" 

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_IDX}/index2.nmlst,${A_IDX}/" 

#PBS -I 

"${RUNDIR}/${A_IDX}/index2.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${A_IDX}/

" 

 

index0，index1，index2はそれぞれネストレベル 0，1，2の土地利用属性データであるこ

とを表す。地球シミュレータでは，バッチスクリプトに書かれたステージインするファイ

ルがローカルのディレクトリに存在しない場合は，ステージインに失敗したと見なされ，

強制終了となる。したがって，ステージインするファイルはローカルのディレクトリに存

在し，かつ，ステージインさせることを nqs.ES に記載しなければならない。そのため，ネ

ストの段数に応じて nqs.ES を編集する必要がある。例として，2 段階のネスト計算を行う

場合には，ネストレベル 0 及び 1 の入力ファイルのみ必要であり，ネストレベル 2 用の入

力ファイルの設定は必要ない（nqs.ES にネストレベル 2 用の入力ファイルをステージイン

する旨が記入されている場合，入力ファイルがないため，ステージインに失敗したと見な

される）。したがって，ネストレベル 2用の土地利用属性データのステージインに関する行

を削除する。一方，4段階のネスト計算を行う場合には，ネストレベル 3用の入力ファイル
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をステージインするための設定を追加する必要がある。 

本計算では人口排熱を入力データとして使用したが，対象とする計算領域によっては人

口排熱を使用しない場合がある。人口排熱を使用しない場合は，入力ファイルをステージ

インする必要がないため，該当する箇所を削除する。人口排熱のステージインに関する箇

所（一部）を次に示す。 

 

# nqs.ES 

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_ANH}/santh2d_000.nmlst,${A_ANH}/" 

#PBS -I 

"${RUNDIR}/${A_ANH}/santh2d_000.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${A

_ANH}/" 

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_ANH}/santh2d_060.nmlst,${A_ANH}/" 

#PBS -I 

"${RUNDIR}/${A_ANH}/santh2d_060.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${A

_ANH}/" 

#PBS -I "${RUNDIR}/${A_ANH}/santh2d_120.nmlst,${A_ANH}/" 

 

人口排熱だけでなく，他の入力データに関しても使用/不使用とステージインの整合性を

取る必要がある。 

 

2.11 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.TKY.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.TKY.sh 

START="2015/08/07 00:00" # 計算開始時刻（UTC） 

RUN_HOURS="6hour" # 積分時間 

INTERVAL="6hour" # リスタートの時間間隔 

MAX_JOBS=1  # 最大のジョブ数 

 

STARTは計算開始時刻（UTC）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。上記の例の場合，2015年 8月

7日午前 0時（UTC）から 6時間の積分を 1 回行い，リスタートの間隔は 6時間としている

（つまり，リスタートはしない）。 

尚，MSSGでは，リスタート時にデータ同化を行うことができる。データ同化を行う例に
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ついては，4.1節「熊谷気象計算の設定方法と実行手順」を参照されたい。 

 

2.12  計算の実行 

auto_simulator.es.TKY.shを実行する。 

 

$> ./auto_simulator.es.TKY.sh 

 

auto_simulator.es.TKY.sh を実行することで，$MSSG_ROOT/MSSG に計算環境ディレクト

リ（”QSUB_SET名”_”積分開始日時”_”3桁のケース番号”から成るディレクトリ）が作成さ

れ，MSM または GSM データのダウンロードが始まる。ダウンロードに関するログは

log.getgpv及び log.gpv2gradsに保存される。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000 

$> ls 

DATA/  log.getgpv  log.gpv2grads  run/ 

  

次に，設定ファイル等がコピーされ，2.2節「初期値・境界値及びその他の入力データの

準備」で示した入力データが各ネストレベル及び各 MPI プロセスに分割され，MSSG 用の

フォーマットに変換される。変換プログラムのログは run ディレクトリに log.make_input*

として保存される。ただし，本計算の設定では，オゾンとレイリーダンピング用のファイ

ルについては，地球シミュレータで変換を行うため，ログは出力されない。 

 

$> cd run 

$> ls log.make_input* 

log.make_input      log.make_input.aerosol2  log.make_input.anthheat2d  

log.make_input.ice  log.make_input.index  log.make_input.init_atm_side  log.make_input.soil  

log.make_input.sst   log.make_input.topo 

 

入力データの変換終了後，バッチリクエストが投入される。計算領域の大きさと計算期間

の長さにより入力データの変換とステージインに時間がかかることに留意されたい。 

計算の実行状況は reqstatで確認できる。 

 

$> reqstat 

 

計算が投入されなかった場合は，nqs.ESファイルに不備がある可能性があるため，chkstgin

で nqs.ESを確認し，適宜修正を行う。 
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$> chkstgin nqs.ES 

 

計算が始まると，runディレクトリにMSSGのログ（log.0）が出力され，途中経過を確認

できる。 

 

$> tail -f log.0 

 

2.13  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。また，MPI

プロセス毎のMSSGのログ，標準出力ファイル，標準エラーファイルが out/logディレクト

リに出力される。計算が異常終了した場合は，ログファイルを参考にしながら設定を変更

し，再計算を行う。  

 

$> cd $MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads 

 

MSSGの出力ファイルは GrADS16形式であるため，GrADS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。 

ga-> quit 

 

GrADSで気温と風速・風向を可視化した例を図 2.3に示す。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 

 

GrADS 形式データの可視化ツールとして，海洋機構で開発されている VDVGE も使用で

きる。VDVGEの実行形式及び使用マニュアルについては，次に示すウェブサイトを参照さ

れたい。 

 
 

16 Grid Analysis and Display System。George Mason大学で開発されている，地球科学格子データの解析・可視化ツール。 
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https://www.jamstec.go.jp/ceist/avcrg/vdvge.ja.html 

 

尚，GrADS 形式は，緯度経度や解像度などのデータの情報が書かれたテキスト形式のコ

ントロールファイル（拡張子 ctl）とデータ本体（拡張子 grd）のセットであるが，データ本

体は 8byteの実数型であるため，Fortran等のプログラムを作成して読み出すことが可能であ

る。出力ファイルの情報（変数名や次元数，解像度等）については，GrADS のコントロー

ルファイルを参照されたい。 

 

 

  

気温[℃]（地上 2m）  風速[m/s]・風向 [矢印]（10m 高） 

 

図 2.3  GrADS による可視化の例 
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第3章  MSSG 建物解像気象計算の設定方法と実行手順 

 

本章では東京駅周辺を対象とした MSSG 建物解像気象計算の設定方法と実行手順につい

て解説する。図 3.1にMSSG建物解像気象計算の流れを示す。計算には大きく分けて 3種の

データ（「地理入力データ」，「初期値・境界値」，「atmos.nmlst」）が必要になる。 

地理入力データは「標高・建物高さ」，「土地利用」，「樹冠配置」，「人口排熱」の 4 種類

あり，これらの地理入力データを用いて放射計算用入力データ作成ツール「MkInp」により

MSSG用入力ファイルを作成する。MkInpの使用方法は，3.2節「MkInpの設定」で説明す

る。 

初期値・境界値のデータソースとして，MSSG気象計算の出力ファイル，または，既存の

大気再解析データを使用する。図 3.1にはMSSG気象計算の出力ファイルを使用する場合の

変数名（vl，vp 等）を記載した。これらのデータを「BndIni_nest_zstr」に入力することで，

気象計算または大気再解析データの格子データが建物解像気象計算用の格子に内挿され，

初期値・境界値が作成される。3.3節「初期値・境界値の作成」で BndIni_nest_zstrの使用方

法を説明する。 

 

 
 

図 3.1  MSSG 建物解像気象計算の流れ 
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atmos.nmlstは MSSGの物理モデルや数値スキーム，入力データ，出力データ等に関する

各種の設定を行うファイルである。 

「地理入力データ」，「初期値・境界値」，「atmos.nmlst」を MSSG に入力し，建物解像気

象計算を実行する。さらに，計算結果に対して解析プログラム「surf_stat」により地表付近

の気温や暑さ指数等を算出することが可能である。 

本章における建物解像気象計算の実行手順を図 3.2に示す。はじめに地理入力データを作

成し，MkInpを実行する。MkInpは HAOdynamicsを始めとする 9のプログラムから構成さ

れる放射計算用ツールであり，本計算では建物による 3次元放射17を考慮した建物解像気象

計算のための入力データを作成する。次に，初期値・境界値を作成する。本マニュアルで

は初期値・境界値のデータソースとして，第 2 章「気象計算の設定方法と実行手順」で説

明した東京気象計算の結果を使用する。そのため，第 2章の気象計算を先に実行されたい。

次に，atmos.nmlst及び計算機資源等の設定を行い，計算を実行する。また，surf_stat用いた

解析処理を行う。尚，第 4 章「熊谷スポーツ文化公園気象・建物解像気象計算」では，建

物解像気象計算を行った後，さらに高解像度の建物解像気象計算を行う，建物解像気象計

算のネスト計算を行う。 

本章では，建物解像気象計算に必要な前処理（3.1 節及び 3.2 節）を海洋機構所管のデー

タアナライザーを用いて行い，初期値・境界値の作成，建物解像気象計算及び解析処理（3.3

節〜3.6節）では地球シミュレータを使用するものとして説明を行う。 

 

 
17 建物の壁面，地表面，樹冠による 3次元的な放射を考慮した計算。 
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図 3.2  MSSG 建物解像気象計算の実行手順 
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3.1  地理入力データの作成 

MSSG建物解像気象計算に入力するデータとして，表 3.1に示す地理入力データを使用で

きる。地理入力データには「標高・建物高さ」，「土地利用属性」，「樹冠配置」，「人口排熱」

の 4 種類あるが，人口排熱はさらに「建物屋上からの排熱」，「建物壁面からの排熱」，「工

場や煙突からの排熱」，「自動車による排熱」の 4種類に分けられる。 

これらの地理入力データは表 3.2 に示すフォーマットによるテキスト形式のファイルで

ある。例として，標高・建物高さデータでは，1 列目が「経度方向の格子番号」，2 列目が

「緯度方向の格子番号」，3列目に「標高」，4列目が「建物高さ」，5列目が「建物下面高さ」

と定められている。ここで，格子番号は領域の南西端を（1,1）とし，東及び北方向に対し

てそれぞれの格子番号が増加するように番号付けされる。また，「建物下面高さ」は橋のよ

うに地表面と建物の間に空間がある（オーバーハング形状）構造物の空間部分の高さを表

す。ただし，データ中の「建物高さ」及び「建物下面高さ」の値は，標高を含んだ値であ

ることに注意されたい。図 3.3 に示した標高・建物高さデータの例では，格子番号（31,3）

の地点では標高 15m，建物高さ 115m，建物下面高さは 15mであるが，建物には空洞がなく，

建物の地上からの高さは 100mであることを表している。 

地理入力データのうち，標高・建物高さ，土地利用属性，樹冠配置は時間変化がないも

のとして扱われる。一方，人口排熱は時間変化を考慮し，ファイル名に時刻が含まれる。 

 

 

表 3.1  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__XX.txt 

人口排熱（建物壁面） HeatBldW__XX.txt 

人口排熱（煙突） HeatIncinerator__XX.txt 

人口排熱（自動車） HeatCar__XX.txt 

※XXは時刻（2桁の数字；JST）を表す。 
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表 3.2  地理入力データのフォーマット 

 

(a)  標高・建物高さ 

 

 

(b)  土地利用属性 

 

 

(c)  樹冠配置 

 

 

(d)  人口排熱 

 

 

 

 

図 3.3  標高・建物高さデータの例（一部） 
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本計算では，東京駅が位置する北緯 35.680882°，東経 139.767019°を中心とする 2km四方

の領域を水平格子幅 5m で格子化した地理入力データを使用する。鉛直格子幅は 5m，鉛直

層数を 151 層とした。本計算に使用する東京駅周辺の標高・建物高さ，土地利用属性，人

口排熱，樹冠配置の地理入力データは，データアナライザーの次に示すディレクトリに保

存されている。 

 

/work/G10101/wsasaki/Pre_MSSG/USECASE_TKY 

 

参考までに，上記ディレクトリの地理入力データをMSSG-GUIで可視化した結果を図 3.4

に示す。本計算では，樹冠配置のデータを用意したが，値を全て 0 とすることで樹冠によ

る影響は考慮しないとした。 

 

 

       
         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 3.4  東京駅建物解像気象計算に使用する地理入力データ 
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本マニュアルでは，東京駅周辺を対象として，すでに作成済みの地理入力データを使用

して計算を行うが，他の地域について建物解像気象計算を行う場合には，海洋機構が整備

した地理入力データを切り出して使用するか，自作することになる。 

海洋機構では，東京 23 区を対象とした水平解像度 5mの建物解像気象計算用の標高・建

物高さ，土地利用属性，人口排熱データが整備されている。そのため，東京 23 区内を対象

とした建物解像気象計算を実施する場合は，それらのデータを利用することができる。デ

ータは以下のディレクトリに保存されている。 

 

/work/G10101/k.matsuda/Tokyo/FromHAO 

 

このデータを扱うためのツールとして，「MSSG_GUI」が海洋機構より提供されている。

MSSG_GUI は，MSSG 建物解像気象計算に使用するデータの編集や水平解像度の変更など

を行うことができる Javaで書かれたプログラムである。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」18を参照されたい。 

東京 23 区以外の地域を対象とした計算を実施する場合は，ユーザー自身で地理入力デー

タを作成する必要がある。標高データの元データとして，国土地理院が発行する「基盤地

図情報数値標高モデル」，また，建物高さ及び土地利用データの元データとして，（株）ゼ

ンリンが販売する「Zmap-AREA II」がある。これらのデータを用いた地理入力データの作

成方法の詳細については付属書 B「ArcGISを用いたMSSG入力ファイルの作成法」を参照

されたい。 

  

 
18 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． 
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3.2  MkInp の設定 

3.1節「地理入力データの作成」で用意した地理入力データを用いて，建物解像気象計算

の入力データを作成する。 

本計算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。 

 

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

 

3.1節で示した地理入力データのディレクトリ及び上記ディレクトリの Pre_MSSG以下を

ユーザー自身のデータ領域19に適宜コピーして使用する。 

以下，3.2.1 項～3.2.10 項では MkInp を設定・実行する。設定はネームリストで行い，主

な設定項目について説明をするが，ネームリストの変数名と内容については，付属書 C

「MkInpのネームリスト」を参照されたい。 

 

3.2.1 共通設定 

はじめに，MkInp に共通の設定を行う。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はユーザー自身のデータ領域を表す。上記ディレクトリにある「nmlst_global」

を編集し，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。本計算では，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。地球シミュレータの 1ノードは 4プロセスであるため，100ノードを

使用する。nmlst_globalの例を以下に示す。 

 

# 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      ! スポンジ領域に使用する格子数 

  dim_size=20,20  ! プロセス数の分割 

/ 

&global_control 

  dir_nmlst='../IOnmlst' 

/ 
 

19 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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続いて，「nmlst_hao_global」を編集する。主な編集項目は水平格子数，鉛直格子数，水平

解像度，地理入力データの保存ディレクトリである。以下に nmlst_hao_global の例を示す。

「!」で始まるコメントについても参照されたい。 

 

# 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：鉛直解像度 [m] 

/ 

&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（データアナライザー）を明記する。 

  dir_hao='$WORK/Pre_MSSG/USECASE_TKY'  

/ 

 

3.2.2 HAOdynamics 

HAOdynamicsでは，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プロセス毎に割り当てる。 

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 

 

nmlstを編集する。主な編集箇所は，計算の初期時刻（date），人口排熱（heat）の有効/無

効（heat），オーバーハング形状（use_bldg_bottom）の有効/無効，建物解像気象計算に使用

するプロセス数（&pe_control）である。本計算では，人口排熱を有効（heat=t），また，オ

ーバーハング形状を無効（use_bldg_bottom=f）とする。nmlstの例を次に示す。 
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# 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           ! 人口排熱を無効にする場合には heat=fとする 

  topog_file = './topo' 

  landuse_file = './index' 

  urban_file = './zurban' 

  anth_heat_file = './heat' 

! 橋のように建物に空間がある形状（オーバーハング）が含まれる 

! 場合は use_bld_bottom=Tとする。 

! 本計算では，use_bld_bottom=Fとした。 

  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 

  debug=f  kdbg=6 

/ 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。出力ファイルのディレクトリを相対パス

で指定しているため，必ず，HAOdynamicsのディレクトリでバッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

バッチジョブの実行状況は reqstatで確認できる。 

 

$> reqstat 

 

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 HAOdynamics

ディレクトリに作成される。logを見るには tailコマンド等を使用する。 
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$> tail log 

 

正常に終了していない場合は，errファイルを確認されたい。 

尚，オーバーハング形状の建物を考慮する場合（use_bldg_bottom=t）は，zurban.nmlst

に zurban, zurban_t, zurban_bの 3種類のデータが入る20。 

 

3.2.3 HAOs2srad 

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

樹冠配置データ（TreePat_.txt）と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，3次元放射計算用の面積要素・体積要素データを作成するための入力

データを作成する。実行後，標高・建物高さデータ（eletopo.txt），土地利用データ（index.txt），

樹冠配置データ（tree.txt）が出力される。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を編集する。主な編集箇所は出力ファイルを保存するディレクトリ（path），地表面

温度データのパス（lutmp_file），オーバーハング形状の有効/無効（use_bldg_bottom）である。

path及び lutmp_fileはHAOs2sradディレクトリからの相対パスで指定する。pathと lutmp_file

を確認し，該当する pathがなければ作成する。nmlstの例を次に示す。 

 

# 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' 
 

20 zurban, zurban_t, zurban_bはそれぞれ標高，建物高さ，建物下面高さを表す。 
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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 ! 樹冠を考慮する場合は 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 

/ 

 

nmlstを編集後，バッチリクエストを投入する。HAOdynamicsの場合と同様に，HAOs2srad

ディレクトリで行う。 

 

$> 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に出力される。 

 

3.2.4 RenumSurf 

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

入力データとして，地表面，建物壁面・屋上及び樹冠を面積要素，体積要素に分割し，1次

元非構造型データとして番号付けを行う。実行後，nmlst_rnmsrfが出力される。 

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を編集する。nmlstの例を次に示す。「!」で始まるコメントについても参照されたい。 

 

# 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  ! 樹木の分類数 
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 mesh_length = 5  ! 格子幅[m] 

tree_mesh_3d = F 

! 樹木の種類 

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

 

! 樹木の高さ 

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

 

! 樹冠の下面高さ 

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

 

! 樹冠の上面高さ 

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

 

! 葉密度 

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

use_volume_element=T 

/ 

 

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。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の設定で使用する（3.4節「MSSGの設定」参照）。 

 

$> more ../IOnmlst/nmlst_rnmsrf 

&from_RenumSurf 

nsurf = 382527 

/ 

 

3.2.5 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21の計算結果（vf_file）

を出力する。尚，3次元放射計算を実施しない場合は ViewFactorの計算は必要ない。 

 
21 熱をやり取りする 2つの面の大きさ，形状，距離などの幾何学的な位置関係を表す無次元量。 
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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を編集する。nmlstの例を次に示す。 

 

# nmlst 

&param_control 

! 1つの要素から射出する光線の数 

nbeam= 5000 

nblock= 960 

block_start= 1 

block_end = 960 

periodic = F 

n_limit = 100 

! 1つの要素から射出した光線が到達或いは通過する要素の最大値  

nview_max = 50000 

conserve = T 

! 樹冠を通過する光の減衰係数 

tree_decay = 0.5d0 

/ 

 

nmlstの編集後，バッチリクエスト投入する。 

 

$> 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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3.2.6 ViewFactor_GT 

ViewFactor_GTは ViewFacotr_mpiと同様の機能を持つが，解析プログラム「surf_stat」（3.6

節「解析処理」）を実行する際に，ViewFactor_GTの出力データが必要になる。したがって，

surf_stat を実行しない場合は ViewFactor_GT を実行する必要はない。また，ViewFactor_GT

の出力結果は，この後の MkInp では使用しないため，建物解像気象計算の後で必要に応じ

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 

 

nmlstを編集する。nblockの値は，格子点数を割り切れる数の 2 乗の値にする必要がある。

本計算では 400（=202）とした。nmlstの例を次に示す。 

 

# nmlst 

&param_control 

! 1つの要素から射出する光線の数 

   nbeam = 5000 

   nblock = 400 

   block_start = 1 

   block_end = 400 

   periodic   = F 

   n_limit = 100 

! 黒球温度の高さ[m] 

   globe_height = 1.5 

! 1つの要素から射出した光線が到達或いは通過する要素の最大値  

   nview_max = 50000 

// 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入して実行する。 

 

$> 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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3.2.7 Solmatrix_mpi 

Solmatrix_mpiは ViewFactor_mpiで出力された vf_fileを読み，天空率（sky_file）と放射計

算用の形態係数行列（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 を編集する。主な編集項目は rank_end である。rank_end の数値は，使用する MPI

プロセス数から 1を引いた数を入力する。本計算では 400プロセスを使用するため，rank_end

は 399である。nmlstの例を次に示す。 

 

# nmlst 

&param_control 

  nnonzero= 50000  ! 形態係数の最大値。左に示すような値を指定する。 

  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。次のように IOnmlstディ

レクトリに移動する。 

 

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

 

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，次のように 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 
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本計算は，HAOdynamics等の他のMkInpプログラムに比べて多くの計算資源を必要とし，

格子数が非常に大きい場合には，既定の計算時間（2時間）では足りず，強制終了になる可

能性もある。強制終了した場合には，da.nqs内の elapstim_reqの値を増やして再度バッチリ

クエストを投入する。 

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

最終行から 2行目に， 

 

%%% nnonzero for MSSG namelist =      333353 

 

のように，nnonzeroの数値が出力される。この値を参考にして，MSSGの設定ファイル

atmos.nmlstを編集する（3.4節「MSSGの設定」参照）。 
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3.2.8 Shadow_repetitive 

土地利用データ（index_file），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 を編集する。主な編集箇所は，計算領域中心の緯度経度である。以下に

mk_nmlst.nmlst.orgの例を示す。 

 

# 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（UTC） 

  time_diff = +9.0   ! UTCから JSTに変換 

/ 

& beam_control 

  nbeam = 625 

  n_limit = 200 

/ 

 

次に，go_repを設定する。初期日時を UTCで指定し，時間間隔（dmin）と日時の個数（nt）

を指定する。go_repの冒頭部分の例を次に示す。 

 

# go_rep（先頭部分のみ） 

## Initial date & time (UTC) ## 

year=2015 

month=8 

day=7 

hour=5 

min=0 

sec=0 
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## Interval ## 

dmin=60 

## Number of dates ## 

nt=2 

 

go_repの保存後，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，nmlstが作成され，log.0の最終行に”%%% normaly terminated”と出

力される。 
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3.2.9 Shadow_date 

3.2.8項「Shadow_repetitive」で作成した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を編集する。nmlstの例を次に示す。「!」で始めるコメントに従い設定する。 

 

# 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。 

 

3.2.10 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

作成する。 

3.2.2項〜3.2.9項の計算が終了した後に，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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全てのMkInpの終了後，$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コピーする。次に示すように，moon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 moonにファイルを転

送する。 

 

# moonでディレクトリを作成する。 

$> 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にコピーする。 

$> scp -r $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/USECASE_TKY      ¥ 

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

 

ここで，$WORKはデータアナライザーにおけるユーザーのデータ領域，ES_ACCOUNTは

地球シミュレータのユーザーアカウント，$SDATAは moonのデータ領域である。自身の計

算環境に合わせて適宜修正を行い，コピーを行う。 

MkInpで作成したディレクトリを HAOディレクトリにコピーした例を以下に示す。ディ

レクトリ構造を確認されたい。 

 

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

 

同様に，moon 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にコピーする。 

$> scp -r $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Pool/USECASE_TKY    ¥ 

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

 

参考までに，MkInp で作成した Pool ディレクトリを moon にコピーした結果を以下に示

す。ディレクトリ構造を確認されたい。 

 

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

建物解像気象計算のための大気の初期値・境界値のデータソースとして，第 2 章「気象

計算の設定方法と実行手順」で行った東京気象計算の結果を利用する。 

MSSG気象計算の出力ファイルは z*系22の鉛直座標を用いているため，建物解像気象計算

用の鉛直座標である z系23に変換する必要がある。また，気象計算の水平格子から建物解像

気象計算の水平格子にデータを内挿する必要がある。鉛直座標変換と水平方向の内挿を行

うには，「BndIni_nest_zstr」を使用する。 

BndIni_nest_zstr は，次に示すディレクトリに保存されている。USECASE_TKY 以下をユ

ーザー自身のデータ領域にコピーして使用する。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY 

 

初期値・境界値の作成は，USECASE_TKY内にある BndIni_nest_zstrディレクトリで行う。

次のように，計算環境を自身のデータ領域（$SDATA）にコピーし，ディレクトリを移動す

る。 

 

$> cd $SDATA # $SDATAはユーザーのデータ領域（moon） 

$> cp -r /S/data13/G4012/y0341/USECASE_TKY . 

$> cd USECASE_TKY/data/BndIni_nest_zstr/Exe 

 

nmlstを編集する。気象計算の設定内容を記入するため，気象計算の設定ファイルを参照

しながら編集を行う。設定項目については付属書 Dを参照されたい。nmlstの例を以下に示

す。計算領域等を変更する際の主な編集箇所を赤字で記した。 

 

# nmlst 

&nproc 

  dim_new = 1,1 

/ 

&file 

 

! 気象計算で作成された標高データのパスを記入する。 

! 以下では，MSSG自動化システムをインストールしたディレクトリ名を 

! 便宜的に$MSSG_ROOTと書いた。適宜，ユーザーがインストールした 

! mssg-auto.rev2.1ディレクトリに書き換えて使用されたい。 

  

 
22 鉛直方向の高さが地表面からの距離で定義される。 
23 鉛直方向の高さが標高 0mからの距離で定義される。 
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! 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。 

! 本計算では，ネストレベル 2の結果を使用した。 

in= '$MSSG_ROOT/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  

 

! 気象計算の出力データのパスを書く。 

! 以下では便宜的に$MSSG_ROOTを使用してパス名を記載した。 

! 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= 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_vl.g

rd' 

fp_file= 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_vp.g

rd' 

fr_file= 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_vr.g

rd' 

psa_file = 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_psa.

grd' 

roa_file = 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_roa.

grd' 

rqv_file = 

'$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_TKY_20150807_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_2c_rqv.

grd' 

rqc_file = '' 

topo_file = 'topo.p_0000' ! topo input data (use nproc_comp to make single file) 
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! 気象計算領域中心の緯度経度を指定する。mkall_lv2を参照のこと。 

  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。mkall_lv2を参照のこと。 

  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のこと。 

  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 

! 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 

/ 

! 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。 
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&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。 

! MkInp（nmlst_hao_global）で設定した解像度と整合するようにする。 

  dxy = 5.0 ! 水平解像度[m] 

  dz  = 5.0 ! 鉛直解像度[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（2.9節参照）。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/ 

 

nmlstの編集後，プログラムを実行する。 
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$> ./go.sh >&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，シェル上で実行しているため，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ため，limitコマンドで cputimeを上

限まで増やしておくと良い。 
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3.4  atmos.nmlst の設定 

3.3節「初期値・境界値の作成」で作成したディレクトリに移動する。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_TKY/2015080705 

 

ここで，$SDATAはユーザー自身のデータ領域を表す。 

atmos.nmlstを編集する。atmos.nmlstはMSSGの設定ファイルであり，物理モデルや出力

データについての設定を行う。 

3次元放射計算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24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。 

以下に atmos.nmlst の例を示す。「!」から始まるコメントについても参照のこと。計算開

始出力日時（out_start）は，ネームリスト名「s2srad_output」と「output」で設定する。 

 

(a) 人口排熱を使用しない場合の設定 

use_anth_heat = F  ! 人口排熱を使用しない場合は F 

date_end = 2015,08,07,06,00,00 ! 計算終了日時（UTC） 

out_start = 2015,08,07,05,00,00 ! 計算出力開始日時（UTC） 

 

(b) 人口排熱を使用する場合の設定 

use_anth_heat = T  ! 人口排熱を使用する場合は T。 

date_end = 2015,08,07,06,00,00 ! 計算終了日時（UTC） 

out_start = 2015,08,07,05,00,00 ! 計算出力開始日時（UTC） 

! 人口排熱用入力ファイル名の指定 

&file_extsrc 

 nest = 0,0 

 file_name = ‘heat’ 

 nz = 100 

/ 

 

(c) 3次元放射計算を有効にする場合の設定 

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。 

get_grtm_once = T   ! 地表面温度データの初期値のみ使用する。 
 

24 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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get_grtm = F  ! 初期値以降は地表面温度データを使用しない。 

use_land = F  ! 陸面モデルを使用しない。 

calc_grtm = T  ! 地中内熱伝導を計算する。 

date_end = 2015,08,07,06,00,00 ! 計算終了日時（UTC） 

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

! Solmatrix_mpiの log0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[K]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[K]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 ! 計算出力開始日時（UTC，2か所） 

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

unit = 'sec' 

 

(d) 3次元放射計算を無効にする場合の設定 

use_s2srad = F  ! 3次元放射を無効にする。 

get_grtm_once = F  ! 地表面温度データの初期値を使用する。  

get_grtm = T   ! 初期値以降も地表面温度データを使用する。 

date_end = 2015,08,07,06,00,00 ! 計算終了日時（UTC） 

out_start = 2015,08,07,05,00,00 ! 計算出力開始日時（UTC，2か所） 
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3.5  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。ユーザー自身が保存した HAO データ及び Pool

データ（3.2節「MkInpの設定」参照），初期値・境界値（3.3節「初期値・境界値の作成」

参照）のディレクトリをバッチスクリプト内で適切に設定する。バッチスクリプトの書式

については，海洋機構が毎年開催する「地球シミュレータ利用説明会・講習会」の資料25を

参照すると良い。 

以下に L.nqsの例を示す。「#」から始まるコメントについても参照されたい。特に，$SDATA

の箇所はユーザー自身の計算環境を指定するため編集が必要である。 

 

  # 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 

 
252019年度地球シミュレータ利用説明会・講習会資料， 
https://www.jamstec.go.jp/es3support/sites/default/files/2019_j_ESusage_Part2_0.pdf 
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#PBS -w CRES=2015080705 

#PBS -w CASE=USECASE_TKY 

### $SDATAには，ユーザー自身のデータ領域名を記入する。 

#PBS -w TOPDIR=$SDATA 

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

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

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

 

# atmos 

# 初期値・境界値の保存ディレクトリ 

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

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

# HAOデータの保存ディレクトリ 

#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 

#Poolデータの保存ディレクトリ 

#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，ユーザー自身のデータ領域を指定する。 

#PBS -v NFS_MNT_ONE=$SDATA 

#PBS -l filecap_job=500gb 
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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 

 

reqstatを実行してバッチジョブの実行状況を確認する。 

 

$> reqstat 

 

log.0を見ることで計算の途中経過を確認できる。 

 

$> 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。3次元の出力デー

タは z座標系で出力される。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。 
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3.6  解析処理 

MSSGでは建物解像計算用の解析プログラム「surf_stat」を用いて 3次元出力データから

地表面付近の気温や暑さ指数等を算出することができる。 

東京駅建物解像気象計算に使用した surf_statの設定例は，次に示すディレクトリに保存さ

れている。 

 

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

 

建物解像気象計算により作成された out/out_ctlディレクトリに上記の surf_statディレクト

リをコピーし，surface_stat.f90を編集する。主な編集箇所を以下に赤字で示す。 

 

#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。主な

編集箇所を以下に示す。 

 

# calc_grd.nml 

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
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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。 

 

# calc_grd.nml 

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

 

3.2.6項「ViewFactor_GT」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，事前にデータアナライザーで

ViewFactor_GTを実行し，出力ファイルを上記の dir_s2sradで指定したディレクトリにコピ

ーする。 

本計算は地球シミュレータのインタラクティブノード26を使用して行う。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，go.shを実行する。 

 

$> qlogin    # インタラクティブノードへのログイン 

$> 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 [°] 

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。 

 
26 地球シミュレータの計算ノードシステムの一つ。バッチスクリプトを必要とせず，対話的に計算を実行できる。 
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図 3.5に GrADSによる可視化の例を示す。 

 

 

 
(a) 気温[℃] 

（2.5m 高） 

 

 

 
(b) 暑さ指数 [℃] 

（1.5m 高） 

 

図 3.5  東京駅建物解像気象計算による気温と暑さ指数 

積分時間の最後の 10 分間平均値 
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第4章 熊谷スポーツ文化公園気象・建物解像気象計算 

 

本章では，熊谷スポーツ文化公園を対象とした気象計算及び建物解像気象計算の設定方

法と実行手順について説明する。気象計算は第 2 章の東京気象計算で使用した MSSG 自動

実行システムを使用し，同様の実行手順で行う。ただし，第 2 章では使用しなかった高解

像度の標高データ及び土地利用属性データを使用する。 

建物解像気象計算は，第 3 章「建物解像気象計算の設定方法と実行手順」と同様に，気

象計算の結果を初期値・境界値として，5m 解像度の計算を行う。さらに，5m 解像度計算

の結果を初期値・境界値とした 2m解像度の計算，すなわち，建物解像気象計算のネスト計

算を行う。 

表 4.1 に本章で行う気象計算及び建物解像気象計算の計算期間を示す。気象計算は 2016

年 8月 9日 18時（UTC）から 2016年 8月 10日 12時（UTC）までの 18時間とした。5m

解像度の建物解像気象計算は，8月 10日 5時 30分から 6時（UTC）までの 30分間，また，

2m解像度建物解像気象計算は，8月 10日 5時 40分から 6時（UTC）までの 20分間とした。 

 

 

表 4.1  熊谷スポーツ文化公園気象・建物解像気象計算の計算期間（UTC） 

 
  

年月日

時刻（UTC）

気象計算

建物解像気象計算（5m解像度）

建物解像気象計算（2m解像度）

0:00:00

2016/8/9 2016/8/10

6:00:005:00:00 18:00:00 12:00:00
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4.1  熊谷気象計算の設定方法と実行手順 

MSSG自動実行システムを用いて気象計算を行うが，第 2章で使用した計算環境とは異な

るシステムを用いる。次に示すディレクトリの計算環境を使用する。 

 

/S/data13/G4012/y0341/mssg-auto_MANAL 

 

この計算環境では，大気の初期値・境界値として，気象庁によるメソ客観解析（MANAL）

を使用する。ただし，初期値・境界値以外の入力ファイルは第 2 章で使用したファイルと

同じである。また，設定方法も同じであるため，第 2 章で使用した環境を利用しても良い

（qsub_setディレクトリに USECASE_KMが用意されている）。 

本計算の標高データには，国土地理院が作成した「数値標高モデル」を，また，土地利

用属性データには「国土数値情報土地利用細分メッシュデータ」を使用する。これらのデ

ータの水平解像度はそれぞれ 10m 及び 100m であるため，デフォルトの入力データよりも

解像度の高いデータである。これらのデータは以下に保存されている。 

 

標高データ        ：$MSSG_ROOT/MSSG/data/topo/gsi.KM.{ctl,grd} 

土地利用属性データ：$MSSG_ROOT/MSSG/data/index/index.Kanto.{ctl,grd} 

 

ここで，$MSSG_ROOT は mssg-auto_MANAL（または，mssg-auto.rev2.1）をインストール

したディレクトリを表す。注意するべき点として，上記の標高及び土地利用属性データは

熊谷を対象にした気象計算用に作成したデータであるため，それ以外の地域の計算では使

用できない。 

本計算の QSUB_SET名を「USECASE_KM」とする。インストールした mssg-auto_MANAL

（または mssg-auto.rev2.1）には USECASE_KM ディレクトリに設定ファイルが保存されて

いる。 

 

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

 

4.1.1 計算領域の設定 

第 2章「気象計算の設定方法と実行手順」では，3段階のネスト計算により東京の気象計

算を行った。本計算も 3 段階のネスト計算を行う。計算領域の中心を北緯 36.17137158°，

東経 139.4113387°とし，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 45km四

方，最も内側のネストレベル 2は水平格子間隔 100m・領域 20km四方とした。鉛直層数は

すべてのネストレベルで共通の 55層とした。計算領域の中心位置以外は，東京気象計算の

設定と同一であるため，mkall_lvX（X=0,1,2）の計算領域に関する設定については，中心位

置の緯度経度のみ変更する。鉛直格子についても，東京気象計算と同じ格子を使用する（55
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層，最上端 40000m）。そのため，namelist.rcも東京気象計算で設定したものを使用する。 

mkall_lvX（X=0,1,2）の主な編集箇所を以下に赤字で示す。 

 

#mkall_lv0 

set clam     =  139.4113387d0           # 計算領域中心の経度[°] 

set cphi     =   36.17137158d0  # 計算領域中心の緯度[°] 

set dxy      =  1000.0d0  # 水平解像度 [m] 

set nlg      =   100   # 経度方向の格子数 

set npg      =   100   # 緯度方向の格子数 

 

~~~~~~~中略~~~~~~~~ 

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

if( $tag == "init_nest" ) then 

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

  set tag    = init_atm 

  set nr     = 55   # 鉛直格子数 

 

mkall_lv1及び mkall_lv2は，計算領域中心の緯度経度を変更する。 

 

# mkall_lv1  

set clam = 139.4113387d0 # 計算領域中心の経度[°] 

set cphi = 36.17137158d0 # 計算領域中心の緯度[°] 

set dxy = 300.0d0  # 水平解像度[m] 

set nlg = 150  # 経度方向の格子数 

set npg = 150  # 緯度方向の格子数 

 

# mkall_lv2 

set clam = 139.4113387d0 # 計算領域中心の経度[°] 

set cphi = 36.17137158d0 # 計算領域中心の緯度[°] 

set dxy = 100.0d0  # 水平解像度[m] 

set nlg = 200  # 経度方向の格子数 

set npg = 200  # 緯度方向の格子数 

 

4.1.2 入力データの設定 

本計算では，デフォルトの標高データ（GTOPO30）及び土地利用属性データ（USGS 土

地利用属性データ）とは異なるデータを使用するため，mkall_lvX（X=0,1,2）の該当する箇
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所を編集する。尚，本計算の設定では全てのネスト領域に対して高解像度の標高データ及

び土地利用属性データを使用するとしたが，低解像度の計算領域に対して高解像度の標高

データを使用する必要はなく，GTOPO30などの標高データを使用することも可能である。 

 

# mkall_lvX（X=0,1,2） 

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

if( $tag == "topo" ) then 

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

  set nr  = 1 

  set undef_change = T 

  set ave  = T 

  set ave_scale  = 64 

  set filter  = F 

# 国土地理院数値標高モデルによる標高データ 

  set files  = `ls gsi.KM.ctl`  

 

~~~~~~~中略~~~~~~~~ 

 

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

if( $tag == "zsd" ) then 

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

  set nr            =  1 

  set undef_change  =  T 

  set sd_out        =  T 

  set ave_scale_min = $ave_scale 

 

  if( $side == "T" ) then 

    exit 

  else 

    set files = `ls gsi.KM.ctl`   # 国土地理院数値標高モデルよる標高データ 

  endif 

endif 

 

~~~~~~~中略~~~~~~~~ 

 

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

if( $tag == "index" ) then 
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#==================== 

  set nr    = 1 

  set index = T 

 

  if( $side == "T" ) then 

    exit 

  else 

    set files = `ls index.Kanto.ctl`  # 国土数値情報土地利用属性データ 

  endif 

endif 

 

参考までに，図 4.1に本計算領域における標高及び土地利用属性を示す。 

 

  
(a) 標高     (b) 土地利用属性 

 

図 4.1  熊谷気象計算における計算領域の標高と土地利用属性 

 

4.1.3 プロセス数の設定 

MPI プロセス数は，第 2 章「気象計算の設定方法と実行手順」の東京気象計算と同じプ

ロセス数とした。そのため，go_MSSG.sh 及び nqs.ES における MPI プロセス数の設定につ

いては，東京気象計算の設定を使用する。go_MSSG.shと nqs.ESの一部を以下に示す。 

 

# go_MSSG.sh 

regionals=(T T T)   #ネスト領域の個数分の Tを書く 

div_sizes=("1,5" "1,5" "1,5") #ネスト領域毎にプロセス数を指定する 
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# nqs.ES 

# Processor Nodes 

#PBS -w PN=5      # ノード数 

#PBS -w PNM1=4   # PN - 1 

#PBS -w NP=5      # 

#PBS -w NPM1=4   # NP - 1 

#PBS -v PER=1 

#PBS -v TASK=4 

 

4.1.4 atmos.nmlst の設定 

人口排熱を無効にする以外は，東京気象計算の設定を使用する。次に示すように，

atmos.nmlstの use_anth_heat2dを Fにする。 

 

radiation  = 4  # 大気放射，4: MSTRNX 

cloud_microphysics = 2  # 雲微物理，2: Reisner修正版  

canopy_scheme  = 2  # 都市キャノピー，2: Kusaka et al.（2001） 

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 

 

4.1.5 go_ALL.es.sh の設定 

go_ALL.es.shの QSUB_SETを USECASE_KMに設定する。 

 

# go_ALL.es.sh 

export QSUB_SET=USECASE_KM       # QSUB_SET名 

 

mssg-auto_MANALの計算環境を使用する場合は，次に示す設定も行う。 

 

# go_ALL.es.sh（mssg-auto_MANALを使用する場合のみ） 

export REMOTE_USER=y0341 # ユーザーアカウント 

# $SDATAはユーザーのデータ領域を表す。 

export REMOTE_TOP_DIR=$SDATA/mssg-auto_MANAL/MSSG   

 

4.1.6 auto_simulator.es.KM.sh の設定 

$MSSG_ROOTに移動し，auto_simulator.es.KM.shを編集する。計算期間は 2016年 8月 9

日 18時（UTC）から 18時間とし，6時間毎に MANAL（または MSM）データを用いて最

適内挿法によるデータ同化を行う。 
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 $> cd $MSSG_ROOT 

 

# auto_simulator.es.KM.sh 

START="2016/08/09 18:00" 

RUN_HOURS="6hour" 

INTERVAL="6hour" 

MAX_JOBS=3 

 

本計算では 6時間ごとにデータ同化を行う設定をしたが，MSSGでは同化するデータとし

て，次に示す 5種類のデータをサポートしている。 

 

① GSM及びMSM予報データ27 

② AMeDAS 観測データ28 

③ AWS 観測データ29 

④ Netatmo 観測データ30 

⑤ MSSGモデルデータ 

 

同化するデータは，QSUB_SETディレクトリにある oi3d.shを編集して選択する。本計算

では，初期値・境界値として使用する MANAL データ（mssg-auto.rev2.1 を使用する場合は

MSMデータ）を同化する。mssg-auto_MANALを使用する場合の oi3d.shの設定例を以下に

示す。 

 

# oi3d.sh（mssg-auto_MANALを使用する場合） 

# ネストレベル 2では同化をせず，それ以外では GPV（この場合MANAL）を同化する。 

if [ ${level} -eq 2 ]; then 

  do_oi_gpv=F 

  do_oi_amedas=F 

  do_oi_aws=F 

  do_oi_mssg=F 

else 

 do_oi_gpv=T 

  do_oi_amedas=F 

  do_oi_aws=F 
 

27 気象庁により作成された全球数値予報モデル GPV（GSM）及びメソ数値予報モデル GPV（MSM）。 
28 AMeDAS（Automated Meteorological Data Acquisition System）による観測データ。 
29 総合気象観測システム（Automatic Weather Station）による観測データ。 
30 Netatmoが販売する個人向け気象ステーション（Netatmo Weather Station）による観測データ。 
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  do_oi_mssg=F 

fi 

 

# 観測の誤差 (0-1) 

sigmaO="1.0d0" 

# モデルの誤差 1 に固定 

sigmaB="1.0d0" 

# L は観測点の間隔が目安 

disLx="0.125d0" 

disLy="0.100d0" 

 

mssg-auto.rev2.1を使用する場合の oi3d.shの設定例を以下に示す。 

 

# oi3d.sh 

gpvdata=("MSM")  # GPVデータとしてMSMを使用する。 

do_oi_gpv=T  # GPVデータの同化をする場合は T，しない場合は F。 

sigmaOgpv=(1.0d0) # GPVデータの誤差標準偏差 

level_gpv=($level)  # 同化を行うネストレベルを指定する。$levelは全てのネストレ

ベルを表す。 

disLx=(0.15d0 0.05d0 0.015d0) # ネストレベル毎の経度方向の影響半径 [°] 

disLy=(0.15d0 0.05d0 0.015d0) # ネストレベル毎の緯度方向の影響半径 [°] 

 

データ同化の使用の有無は，go_ALL.es.sh内の USE_OI3Dで指定する。 

 

# go_ALL.es.sh 

export USE_OI3D=T #データ同化を使用する場合は T，しない場合は F。 

 

データ同化はリスタート時に行われ，リスタートファイルがない場合は， USE_OI3D=Fと

自動的に変更され，データ同化は行われない。 

 

4.1.7 計算の実行 

auto_simulator.es.KM.shを実行する。 

 

$> cd $MSSG_ROOT 

$> ./auto_simulator.es.KM.sh 
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4.1.8 計算結果の確認 

計算結果は，USECASE_KM_20160809_1800UTC.000内の out/gradsに出力される。GrADS

で可視化した例を図 4.2に示す。 

 

 

 

(a) 気温[℃] 

（2m 高） 

 

 

   (b) 風速[℃]・風向[矢印] 

（10m 高） 

 

図 4.2  熊谷気象計算結果の可視化例 
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4.2  熊谷建物解像気象計算の設定方法と実行手順 

4.1節「熊谷気象計算の設定と実行手順」で得られた気象計算の結果を初期値・境界値と

して，5m 解像度の建物解像気象計算を行い，その計算結果から 2m 解像度計算のための初

期値・境界値を作成し，2m 解像度の建物解像気象計算を行う。ネスト計算を行う以外は，

第 3章で示した東京駅周辺の建物解像気象計算と同様の設定方法及び実行手順である。 

 

4.2.1 地理入力データの作成 

地理入力データは，SI-CATで作成したデータを使用する。水平解像度 5m及び 2mの計算

を行うため，地理入力データも 5m 及び 2m 解像度データが必要となる。本計算では，2m

解像度の地理入力データを元に，MSSG-GUIを用いて水平解像度を 5mに粗くした地理入力

データを使用する。図 4.3に水平解像度 5m及び 2mの地理入力データを示す。本計算では

人口排熱を考慮しない。使用する地理入力データは以下のディレクトリを参照されたい。 

 

5m解像度  /work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/KM.5m 

2m解像度  /work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/KM.2m 
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(a)  水平解像度 5m 

 

   

(b)  水平解像度 2m 

 

図 4.3  建物解像気象計算に称する地理入力データ 

左から標高・建物高さ，土地利用属性，樹冠配置 

 

4.2.2 建物解像気象計算用入力データの作成 

建物解像気象計算用入力データ作成ツール「MkInp」を使用して，5m 及び 2m 解像度計

算用の入力データを作成する。作成手順については，3.2節「MkInpの利用」を参照された

い。MkInpはデータアナライザーで実行するものとする。東京駅建物解像気象計算との主な

違いは，計算領域の中心緯度経度，計算日時，水平格子数，MPIプロセス数である。 

はじめに，5m解像度計算の設定方法を示す。MkInp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。 

 

5m解像度計算用  /work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m 

 

4.2.1 項「地理入力データの作成」及び上記の Pre_MSSG ディレクトリ以下を，ユーザー

自身の workディレクトリ（$WORKとする）にコピーして使用する。 
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① 共通設定 

KM.5mディレクトリに移動し，nmlst_global及び nmlst_hao_globalを編集する。本計算で

は，水平格子数を 1000×1000，経度方向の分割数を 20，緯度方向の分割数を 40とする。「!」

で始まるコメントについても参照のこと。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m 

 

# nmlst_global 

&nmlst_for_MSSG 

  center_lam=139.405452 ! 計算領域中心の経度[°] 

  center_phi=36.167431 ! 計算領域中心の経度[°] 

  halo=4 

  spg_max=10  ! 側面のスポンジに使用する格子数 

  dim_size=20,40 ! 計算領域の分割 

/ 

&global_control 

  dir_nmlst='../IOnmlst' 

/ 

 

# nmlst_hao_global 

&file_format 

 gui_grid_data = T   

/ 

&file_table_lu  filename='LAND_CODEMDEMgconf'    / 

&hao_setting 

  mxl=1000  myl=1000  ! 水平格子数 

  mxb=1     myb=1 

  dxy=5  dz=5  ! 空間解像度[m] 

/ 

&hao_control 

  isg=1 ieg=1000  ! 経度方向格子数 

  jsg=1 jeg=1000  ! 緯度方向格子数 

  keg=100 

! 標高・建物高さデータ等の地理入力データのあるディレクトリを指定する。 

! $WORKにはユーザー自身の workディレクトリを明記する。 

  dir_hao='$WORK/Pre_MSSG/KM.5m'  
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② HAOdynamics 

HAOdynamicsディレクトリに移動し，設定を行う。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/Exe/KM.5m/HAOdynamics 

 

nmlstを編集する。東京駅建物解像気象計算からの変更点は，計算開始日時，人口排熱の

無効化，MPIプロセス数である。 

 

#nmlst 

&date_anth_heat 

  ndate= 1 

  date=2016,8,10,5,30,0, !計算開始日時 

/ 

&file_dynamics 

  surf=t  heat=f           !人口排熱は使用しない（heat=f） 

  topog_file='./topo' 

  landuse_file='./index' 

  urban_file='./zurban' 

  anth_heat_file='./heat' 

  use_bldg_bottom=F 

/ 

&pe_control 

  ips=1  ipe=20 jps=1  jpe=40 

/ 

&debug_control 

  debug=f  kdbg=6 

/ 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qdub da.nqs 

 

正常終了後のログファイルには”normally terminated”と出力される。これ以降のMkInpプ

ログラムの説明では，ログファイルの出力についての説明は割愛するが，ログファイルの

確認を行うこと。 
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③ HAOs2srad 

HAOs2sradのディレクトリに移動し，nmlstを編集する。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/HAOs2srad 

 

3.2.3項「HAOs2srad」で設定した nmlstと異なる部分のみを以下に示す。 

 

# nmlst 

&file_s2srad 

path        ='../../../Pool/KM.5m' 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

④ RenumSurf 

3.2.4項「RenumSurf」と同じ設定を使用する。RenumSurfディレクトリに移動し，バッチ

リクエストを投入する。計算後に出力される nmlst_rnmsrf に記入された nsurf の値を，

atmos.nmlstの設定で使用する（4.2.4項）。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/RenumSurf 

$> qsub da.nqs 

 

⑤ ViewFactor_mpi 

3.2.5項「ViewFactor_mpi」と同じ設定を使用する。ViewFactor_mpi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/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/ViewFactor_mpi 

$> qsub da.nqs 

 

⑥ ViewFactor_GT 

3.2.6項「ViewFactor_GT」と同じ設定を使用する。ViewFacor_GTディレクトリに移動し，

バッチスクリプトを実行する。ViewFactor_GTの出力ファイルは解析プログラム surf_statを

実行する場合に必要となる。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/ViewFactor_GT 

$> qsub da.nqs 
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⑦ Solmatrix_mpi 

Solmarix_mpi ディレクトリに移動し，nmlst を編集する。本計算では，800 プロセスを使

用するため，rank_end=799となる。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/ViewFactor_mpi 

 

#nmlst 

&param_control 

  nnonzero= 20000 

  fij_neg=1.d-6 

  rank_start=0  rank_end=799 ! 20×40=800プロセス 

  conserve=T 

/ 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

⑧ Shadow_repetitive 

Shadow_repetitiveディレクトリに移動し，mk_nmlst.nmlstを編集する。計算領域中心の緯

度経度と日時を変更する。本計算では，2016年 8月 10日 14時 30分から 15時（JST）の間

について計算を行う。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/Shadow_repetitive 

 

#nmlst 

& location_control 

    alongitude  =  139.405452  ! 計算領域中心の経度 [deg] 

    alatitude   =  36.167431  ! 計算領域中心の緯度 [deg] 

    rotate      =    0.0 

/ 

& time_control 

  set_date  = 2016,8,10,7,0,0  ! 日時（計算対象時刻よりも遅い日時） 

  time_diff = +9.0 

/ 

& beam_control 
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  nbeam = 625 

  n_limit = 200 

/ 

 

編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

⑨ Shadow_date 

Shadow_date ディレクトリに移動し，nmlst を編集する。計算対象時刻を挟む様に二つの

日時を設定する。 

 

$> cd $WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/Shadow_date 

 

# nmlst 

&date_control 

ndate= 2   

date=2016,8,10,5,0,0, 

2016,8,10,6,0,0, 

/ 

 

編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

⑩ GrndTemp 

入力するネームリストファイルは，goに記載されている。設定は，3.2.10項「GrndTemp」

の設定と同じである。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/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.5m/GrndTemp 

$> qsub da.nqs 

 

GrndTempの計算終了後，データアナライザーの$WORK/Pre_MSSG/Exe/KM.5mディレ

クトリを地球シミュレータの$MSSG_BLD_ROOT/data/HAO（$MSSG_BLD_ROOTは建物

解像気象計算の計算環境のあるディレクトリ）にコピーする。また，データアナライザ

ー の $WORK/Pre_MSSG/Pool/KM.5m デ ィ レ ク ト リ を 地 球 シ ミ ュ レ ー タ の

$MSSG_BLD_ROOT/data/Pool/にコピーする。 
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次に，2m解像度計算用のMkInpの設定を行う。東京駅建物解像気象計算との設定の主な

違いは，計算領域の中心緯度経度，水平解像度，水平格子数，計算開始日時，人口排熱の

無効化，MPIプロセス数である。設定ファイルは，次のディレクトリに保存されている。 

 

/work/G10101/wsasaki/MANUAL/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.2m 

 

4.2.1 項「地理入力データの作成」で示したディレクトリ及び上記の Pre_MSSG 以下をユ

ーザー自身の workディレクトリにコピーして使用する。 

 

① 共通設定 

MkInp用のディレクトリに移動する。 

 

$> cd $WORK/PreMSSG/MkInp/Exe/KM.2m  

 

ここで，$WORKはユーザーの workディレクトリを表す。 

nmlstの編集を行う。本計算の水平格子数は 1500×1500とし，経度方向に 30分割，緯度

方向に 60分割する。MPIプロセス数は 30×60＝1800となる。 

 

#nmlst_global 

&nmlst_for_MSSG 

  center_lam=139.409404    

  center_phi=36.164773 

  halo=4 

  spg_max=25 

  dim_size=30,60   

/ 

&global_control 

  dir_nmlst='../IOnmlst' 

/ 

 

#nmlst_hao_global 

&file_format 

 gui_grid_data = T   

/ 

&file_table_lu  filename='LAND_CODE.mgconf'    / 

&hao_setting 

  mxl=1500  myl=1500  
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  mxb=1     myb=1 

  dxy=2  dz=2 ! 水平及び鉛直解像度[m] 

/ 

&hao_control 

  isg=1 ieg=1500   

  jsg=1 jeg=1500   

  keg=100 

  dir_hao='$WORK/Pre_MSSG/KM.2m' ! $WORKはユーザーの workディレクトリ 

/ 

 

② HAOdynamicsの設定 

HAOdynamicsディレクトリに移動し，nmlstを編集する。東京駅建物解像気象計算からの

変更点は，計算開始日時，人口排熱の無効化，MPIプロセス数である。 

 

$> cd HAOdynamics 

 

# nmlst 

&date_anth_heat 

  ndate= 1 

  date=2016,8,10,5,40,0, ! 計算開始日時（UTC） 

/ 

&file_dynamics 

  surf=t  heat=f           ! 人口排熱は使用しない（heat=f） 

  topog_file='./topo' 

  landuse_file='./index' 

  urban_file='./zurban' 

  anth_heat_file='./heat' 

  use_bldg_bottom=F 

/ 

&pe_control 

  ips=1  ipe=30 jps=1  jpe=60 ! MPIプロセス数 

/ 

&debug_control 

  debug=f  kdbg=6 

/ 

 

③ HAOs2srad 
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HAOs2sradのディレクトリに移動し，nmlstを編集する。編集する箇所は，ネームリスト

名「file_s2srad」の変数「path」の部分である。 

 

$> cd ../HAOs2srad 

 

#nmlst 

&file_s2srad 

path        ='../../../Pool/KM.2m' 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

④ RenumSurf 

5m解像度計算と同じ設定を使用する。バッチリクエストを投入する。 

 

$> cd ../RenumSurf 

$> qsub da.nqs 

 

⑤ ViewFactor_mpi 

5m解像度計算と同じ設定を使用する。バッチリクエストを投入する。 

 

$> cd ../ViewFactor_mpi 

$> qsub da.nqs 

 

⑥ ViewFactor_GT 

5m解像度計算と同じ設定を使用する。バッチリクエストを投入する。 

 

$> cd ../ViewFactor_GT 

$> qsub da.nqs 

 

⑦ Solmatrix_mpi 

Soimatrix_mpiディレクトリに移動し，nmlstを編集する。本計算では，1800プロセスを使

用するため，rank_end=1799となる。 

 

$> cd ../Solmatrix_mpi 
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# nmlst 

&param_control 

  nnonzero= 50000 

  fij_neg=1.d-6 

  rank_start=0  rank_end=1799 

  conserve=T 

/ 

 

nmlstの編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

⑧ Shadow_repetitive 

計算領域の中心位置が 5m解像度計算と異なることに注意して nmlstを編集する。 

 

$> cd ../Shadow_repetitive 

 

# nmlst 

& location_control 

    alongitude  =  139.409404  ! [deg] 

    alatitude   =  36.164773  ! [deg] 

    rotate      =    0.0  ! [deg] 

/ 

 

編集後，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub da.nqs 

 

⑨ Shadow_date 

5m解像度計算の同じ設定を使用する。バッチリクエストを投入する。 

 

$> cd ../Shadow_date 

$> qsub da.nqs 

 

⑩ GrndTemp 

入力するネームリストファイルは goを参照されたい。3.2.10項「GrndTemp」の設定と同

じであるため，編集の必要はない。バッチリクエストを投入する。 
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$> cd ../GrndTemp 

$> qsub da.nqs 

 

全ての MkInp の実行後，データアナライザーの$WORK/Pre_MSSG/MkInp/Exe/KM.2m デ

ィレクトリを地球シミュレータの$MSSG_BLD_ROOT/data/HAO/にコピーする。また，デー

タアナライザーに作成された$WORK/Pre_MSSG/MkInp/Pool/KM.2m ディレクトリを地球シ

ミュレータの$MSSG_BLD_ROOT/data/Pool/にコピーする。 

 

4.2.3 初期値・境界値の作成 

5m 解像度計算の初期値・境界値には，4.1 節「熊谷気象計算」の結果を使用する。初期

値・境界値の作成手順は，3.3 節「初期値・境界値の作成」で説明した手順と同様である。

なお，初期値・境界値の作成は moon（地球シミュレータのログインサーバ）で行う。設定

については，以下のディレクトリを参照されたい。 

 

/S/data01/G4012/y0341/USECASE_KM.5m 

 

上記の USECASE_KM.5m以下をユーザー自身のデータ領域にコピーして使用する。計算

を行う期間の初期値・境界値を作成するディレクトリを作り，移動する（上記ディレクト

リには作成済である）。本計算では，初期値・境界値用のディレクトリを Exe_201608100530

とした。 

初期値・境界値用ディレクトリに移動する。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.5m/data/BndIni_nest_zstr/Exe_201608100530 

 

ここで，$SDATAはユーザー自身のデータ領域を表す。 

nmlstを編集する。以下に，nmlstの設定例を示す。計算領域等を変更した場合に編集する

主な箇所を赤字で示した。 

 

# nmlst 

&nproc 

  dim_new = 1,1 

/ 

&file 

! 気象計算で作成された標高データのパスを記入する 

! $MSSG_ROOTには mssg-auto.rev2.1をインストールしたディレクトリを明記する。 

! 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。 
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! 本計算ではネストレベル 2の結果を使用する。 

in= '$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/run/topo/distributed/topo2' 

out = './topo' 

/ 

&trans_mode / 

 

&mssg_data_condition 

use_mssg_data=T  

! 気象計算の出力データのパスを書く。 

! $MSSG_ROOTには mssg-auto.rev2.1をインストールしたディレクトリを明記する。 

! 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='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_

2c_vl.grd' 

fp_file='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_

2c_vp.grd' 

fr_file='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos_

2c_vr.grd' 

psa_file='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos

_2c_psa.grd' 

roa_file='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos

_2c_roa.grd' 

rqv_file='$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmos

_2c_rqv.grd' 

rqc_file=''$MSSG_ROOT/MSSG/USECASE_KM_20160810_00UTC.000/out/grads/out_grd/atmo

s_2c_rqv.grd”  

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。気象計算の mkall_lv2を参照して記入する。 

  center_lam = 139.4113387, 

  center_phi = 36.17137158, 

! 気象計算の計算領域の格子数を指定する。気象計算の mkall_lv2を参照して記入する。 

  nxc = 200  

  nyc = 200  

  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のこと。 

  dlon = 0.0008993216 ! [deg] in grads ctl file 

  dlat = 0.0008993216 ! [deg] in grads ctl file 
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  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 

! 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=139.405452 

  center_phi=36.167431 

  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=20,40 

/ 

! 建物解像気象計算の計算領域の格子数を指定する。 

&geo_control 

  nx=1000, ny=1000, 

  nz=151 

  nz_uni=101 

! 建物解像気象計算の解像度を指定する。 

  dxy=5.0 ! 水平解像度 [m] 

  dz=5.0 ! 鉛直解像度 [m] 

! 

  ntimes=301 ! Start time step 

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

  date=2016, 8, 10, 5, 0, 0 ! 建物解像気象計算の計算開始時刻（UTC） 
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! 気象計算の出力時間間隔。フォーマットは年，月，日，時，分，秒 

  intv=   0, 0, 0, 0, 1, 0  

/ 

! 鉛直格子の可変格子部分 

&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/ 

 

nmlstの編集後に，goを実行する。 

 

$> ./go >&log.go 

 

正常終了すると，logの最終行に”normally terminated”と出力される。 

 

4.2.4 MSSG の設定 

MSSGの設定のため，次のようにディレクトリを移動する。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.5m/201608100530 

 

atmos.nmlst を編集する。放射計算に関するパラメータの設定には，計算領域の最寄りの

気象台 31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。本計算では，熊谷地方気象台の観測デ

ータを参照した。設定内容は，東京駅建物解像気象計算の設定と同様である（3.4 節）。

atmos.nmlstの一部を次に示す。 

  

 
31 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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# atmos.nmlst  3次元放射計算に関係する主な項目のみ記載した  

&physics_scheme 

  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。 

/ 

&s2srad_control 

  nsurf = 1174764 ! 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より大きい値を nnonzeroに入力する。 

nnonzero = 2000000  

! 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。 

  tempdum = 306.15  

! 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  

! 上記と同様に，右側（日向）の温度を入力する。 

temp_hinata = 324.14  

! 計算領域中心の緯度 

center_phi_r = 36.167431  

! 計算領域中心の経度 

  center_lam_r = 139.405452  

/ 

&s2srad_grtm 

grtm_deep = 302.25 ! 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。 

/ 

&s2srad_Kondo_model 

! 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。 

tm_dew = 293.65  

! 積分終了時刻において，最寄りの気象台の視程（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 = 0.1  

! 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。 

tm_dayave = 302.25  

/ 

&s2srad_output 

out_start = 2016,08,10,05,30,00 ! 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' 

/ 
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4.2.5  5m 解像度計算の実行 

設定終了後に，nqsファイルに不備がないかを chkstginでチェックする。 

 

$> chkstgin L.nqs 

 

エラーが出た場合は，該当する箇所についてファイルの有無を確認する。エラーがなけ

れば，バッチリクエストを投入する。 

 

$> qsub L.nqs 

 

計算実行時のログは log.0に出力される。また，各MPIプロセスの標準出力ファイル及び

標準エラーファイルは，計算完了後に out/stdout及び out/stderrにそれぞれ保存される。計算

結果は GrADS形式で out_ctl以下に出力される。 

 

4.2.6  2m 解像度計算の設定と実行 

2m解像度計算の設定を行う。2m解像度計算の初期値・境界値は，5m解像度計算の結果

を使用するため，4.2.5項「5m解像度計算の実行」が正常に終了してから行う。 

はじめに，4.2.5項で得られた計算結果を使用して，2m解像度計算用の初期値・境界値を

作成する。5m 解像度計算は 14 時 30 分から 30 分間であるのに対し，2m 解像度計算は 14

時 40分から 20分間とした。2m解像度計算と 5m解像度計算の積分期間が同じである場合

は，どちらの計算においても，気象計算の計算結果を初期値として使用するのが妥当であ

るが，本計算の場合のように，積分開始時刻が異なる場合は，14時 30分から 14時 40分の

間の 10分間の 5m解像度計算により得られる気象場は，気象計算（100m解像度）により得

られる気象場と大きな違いがあると考えられる。したがって，2m解像度計算の初期値とし

て，5m解像度計算を 10分間積分した後の結果を空間的に内挿して使用する。 

2m解像度計算の環境は，以下のディレクトリを参照されたい。 

 

/S/data13/G4012/y0341/USECASE_KM.2m 

 

上記の USECASE_KM.2mディレクトリ以下を，ユーザー自身のデータ領域（$SDATAとす

る）にコピーして使用する。 

 

① 壁面温度の初期値の作成 

5m解像度計算の結果から2m解像度計算のための壁面の温度の初期値を作成するために，

「surface_intp.f90」を使用する。 

次のように，surf_intpディレクトリに移動する。 
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$> cd $SDATA/USECASE_KM.2m/data/surf_intp 

 

surf_intp.f90を編集する。主な編集箇所は，以下の赤字で示した部分である。気象台によ

る観測気温，水平解像度，MPIプロセス数，親モデル（本計算では 5m解像度の計算）のデ

ータのパスなどを入力する。surf_intp で設定する主な変数については，付属書 E「surf_intp

の変数」を参照されたい。 

 

# surf_intp.f90 

real(DP) :: air_temp  = 306.35 ! 計算開始時刻における最寄りの気象台の観測気温[K] 

real(DP) :: wall_temp = 306.35 ! 同上 

real(DP) :: grtm_deep = 302.25 ! 地中温度（気象台の日平均気温で代用）[K]  

! nsurfは，5m解像度計算用の RenumSurf実行後に作成される nmlst_rnmsrfを参照する。 

integer :: nsurf = 1174764 

integer :: nl=1000, np=1000, nr=151 ! 5m解像度計算の格子数 

integer :: dim1=20, dim2=40  ! 5m解像度計算のMPIプロセス数 

integer :: nxdum=0, nydum=0 

real(DP) :: dx=5.0, dy=5.0, dz=5.0 ! 5m解像度計算の空間解像度[m] 

! 5m解像度計算用の放射計算ツールで作成した Poolディレクトリ 

character(len=*),parameter::dir_s2srad='$SDATA/USECASE_KM.5m/data/Pool/USECASE_KM.

5m.201608100530/' 

! 5m解像度計算により作成されたリスタートデータのディレクトリ 

character(len=*),parameter::inpdir='$SDATA/USECASE_KM.5m/201608100530/out/res/' 

! nsurf_fは 2m解像度計算用の RenumSurf実行後に作成される nmlst_rnmsrfを参照する。 

integer :: nsurf_f = 2864573  

integer :: nl_f=1500, np_f=1500, nr_f=151 ! 2m解像度計算の格子数 

integer :: dim1_f=30, dim2_f=60  ! 2m解像度計算のMPIプロセス数 

integer :: nxdum_f=0, nydum_f=0 

real(DP) :: dx_f=2.0, dy_f=2.0, dz_f=2.0 ! 2m解像度計算の空間解像度[m] 

! 放射計算ツールで作成したプールディレクトリ 

character(len=*),parameter::dir_s2srad_f='$SDATA/USECASE_KM.2m/data/Pool/USECASE_KM.

2m.201608100540/' 

 

編集後，makeで実行形式を作成し，実行する。 

 

$> make 

$> ./a.out 
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正常に終了すると，プロセス毎の初期値（init_s2srad.p_XXXX，XXXX はプロセス番号）

が作成される。 

 

② 大気初期値・境界値の作成 

5m 解像度計算の結果を用いて 2m 解像度計算用の大気の初期値・境界値を作成する。作

成には，「BndIni_nest」ツールを使用する。BndIni_nestは，気象計算の結果を建物解像気象

計算の格子に内挿するツール BndIni_nest_zstr と機能的には同じであるが，建物解像気象計

算の鉛直格子同士の内挿を行う点が異なる。 

次のように Srcディレクトリに移動し，bndini.f90を編集する。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.2m/data/BndIni_nest/Src 

 

bndini.f90の一部を以下に示す。主な編集箇所を赤字で示す。 

 

# bndini.f90 

real(8) :: dxy=2.d0, dz=2.d0 ! 空間解像度[m] 

integer :: mxpe=1, mype=1 

real(8) :: center_lam=139.409404d0, center_phi=36.164773d0 ! 計算領域中心の緯度経度 

integer :: halo=4,spg_max=10 

 

次に，user_module.f90を編集する。編集箇所は，親モデル（5m解像度計算）と子モデル

（2m解像度計算）の解像度を指定する部分である。 

 

real(8) :: dxc = 5.0, dyc = 5.0, dzc = 5.0 ! 親モデルの解像度 [m] 

real(8), parameter :: dx=2.0, dy=2.0, dz=2.0 ! 子モデルの解像度 [m] 

 

bndini.f90と user_module.f90の編集後，makeを行い，実行形式を作成する。 

 

$> make 

 

次に，境界値作成用のディレクトリを作る。2m 解像度計算は 14 時 40 分から 15 時まで

の 20分間の計算を行うが，5分間毎にリスタートさせることとし，境界値も 5分毎に作成

する。例として，14時 40分から 14時 45分までの境界値を作成するディレクトリとして，

Exe.060_090を作成する（本計算環境では作成済）。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.2m/data/BndIni_nest/Exe.060_090 
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Exe.060_090 内の nmlst を編集する。設定例を以下に示す。なお，BndIni_nest の nmlst の

項目は，BndIni_nest_zstr の nmlst の項目と重複する部分が多い。したがって，nmlst の項目

については，付属書 D「BndIni_nest_zstrのネームリスト」を参照されたい。 

 

#nmlst 

&nmlst_for_MSSG 

  center_lam=139.409404, center_phi=36.164773,  ! 子モデルの計算領域中心 

  halo=4, spg_max=10,    ! スポンジの格子数 

  dim_size=30,60    ! 経度及び緯度方向のMPIプロセス数 

/ 

 

&geo_control 

  nx=1500, ny=1500,   ! 水平格子数 

  nz=151    ! 鉛直格子数 

  ntimes=61 ! 境界値の初期時刻に相当するタイムステップ数（5m解像度計算結果） 

  ntime=91 ! 境界値の終了時刻に相当するタイムステップ数（5m解像度計算結果） 

  date=2016, 8,10, 5,40, 0   ! 2m解像度計算の初期時刻 

  intv=   0, 0, 0, 0, 0,10   ! 5m解像度計算結果の時間間隔 

/ 

 

&mssg_data_condition 

  use_mssg_data = T   ! MSSGの結果を境界値に使用する場合は T 

! 5m解像度計算の結果が保存されているディレクトリを示す。 

! 例では，シンボリックリンクを張ることで， 

! 5m解像度計算の out_ctlディレクトリを参照している。 

! 絶対パスまたは相対パスによる表記でも良い。 

  fl_file  = 'out_ctl/out_grd/n_vl.grd'  

  fp_file  = 'out_ctl/out_grd/n_vp.grd' 

  fr_file  = 'out_ctl/out_grd/n_vr.grd' 

  psa_file = 'out_ctl/out_grd/n_psa.grd' 

  roa_file = 'out_ctl/out_grd/n_roa.grd' 

  rqv_file = 'out_ctl/out_grd/n_rqv.grd' 

  nxc = 1000    ! 5m解像度計算の格子数 

  nyc = 1000    ! 5m解像度計算の格子数 

  nrc = 151    ! 5m解像度計算の鉛直格子数 

! 子モデルの計算領域の南西端に相当する親モデルの計算領域の格子番号（経度方向） 

 iis = 268  
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! 子モデルの計算領域の南西端に相当する親モデルの計算領域の格子番号（緯度方向） 

  jjs = 137   

  dxc = 5.0 ! 親モデルの水平解像度[m]  

  dyc = 5.0 ! 親モデルの水平解像度[m] 

  dzc = 5.0 ! 親モデルの鉛直解像度[m] 

  xuoffset = 0.0 ! [m] 

  yvoffset = 0.0 ! [m] 

  use_vlpr = T ! 風速を使用する場合は T 

/ 

 

ネームリスト名「geo_control」の変数「ntimes」と「ntime」には，2m 解像度計算の開始

時刻と終了時刻に相当する 5m解像度計算結果のタイムステップ数を入力する。本計算の例

では，5m解像度計算の出力は，14時 30分から 10 秒間隔（10 秒が 1ステップに相当する）

であるため，2m解像度計算の計算期間である 14時 40分から 14時 45分は 61ステップか

ら 91ステップに相当する。また，変数「date」は 2m解像度計算の開始時刻を入力する。 

次に，ネームリスト名「mssg_data_condition」で水平解像度及び計算格子数の設定を行う。

変数「iis」と「jjs」で 2m 解像度計算と 5m 解像度計算の計算領域の対応関係を設定する。

「iis」は 2m解像度計算領域の南西端に対応する 5m解像度計算領域の格子点の格子点番号

（経度方向）を入力する。同様に，「jjs」に緯度方向の格子点番号を入力する。 

設定後，次のように goを実行する。 

 

$ ./go >&log.go 

 

③ atmos.nmlstの設定 

最初の 5 分間の計算について，atmos.nmlst を設定する。次に示すようにディレクトリを

移動し，atmos.nmlstを編集する。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.2m/201608100540 

 

atmos.nmlst設定内容は 5m解像度計算の場合と同様であるが，計算領域の中心位置，積分

終了時刻，データ出力開始時刻，nsurf，nnonzeroの値が異なることに注意されたい。また，

surf_intp で作成した init_s2srad.p_*を使用する旨を，ネームリスト名「s2srad_file」の変数

「initial_file」で設定する必要がある。以下に設定例を示す。 

 

! atmos.nmlst 

&s2srad_file 

  renum_file   = 'tree_renum.txt' 
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  index_file   = 'index.txt' 

  sky_file     = 'sky_' 

  matrix_file  = 'matrix_' 

  initial_file = 'init_s2srad.p_' ! surf_intpで作成したデータ 

  restart_file = 'res_s2srad.p_' 

/ 

 

④ バッチスクリプトの設定 

使用する計算ノード数等をバッチスクリプト（L.nqs）で設定する。本計算に使用するノ

ード数は 450，プロセス数は 1800とする。L.nqsの設定例を以下に示す。 

 

# L.nqs 

# Processor Nodes 

#PBS -w PN=450 

#PBS -w PNM1=449 

#PBS -w NP=1800 

#PBS -w NPM1=1799 

#PBS -v PER=4 

#PBS -v TASK=1 

 

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

# Load Module 

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

#PBS -v LM=yy030000 

 

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

# Directory 

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

#PBS -w OUT=out 

#PBS -w CRES=201608100540 

#PBS -w CASE=USECASE_KM.2m 

### $SDATAはユーザー自身のデータ領域を指定する。 

#PBS -w TOPDIR=$SDATA 

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

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

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

### BndIni_nestで作成した初期値・境界値データが保存されているディレクトリを指定す

る。 

#PBS -w A_INIT=${TOPDIR}/${CASE}/data/BndIni_nest/Exe.060_090 

#PBS -w A_SIDE=${TOPDIR}/${CASE}/data/BndIni_nest/Exe.060_090 

 

L.nqsの編集後，chkstginで正常にステージインできるかを確認する。 

 

$> 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 

 

計算開始後，MSSGのログファイル（log.0）が出力される。 

 

⑤ リスタートの設定 

14時 40分から 45分までの計算が終了後，14時 45分から 50分までの計算を行う。はじ

めの 5分間の計算で出力されたリスタートファイルを使用して，次の 5分間の計算を行う。 

次のようにディレクトリを移動する。201608100545 は，14 時 45 分から 5 分間の計算の

ために作成したディレクトリである。 

 

$> cd $SDATA/USECASE_KM.2m/201608100545 

 

atmos.nmlstの設定を行う。14時 40分からの計算で使用した atmos.nmlstとほぼ同じであ

るが，「計算終了日時」と「s2srad 用の入力データ」が異なることに注意されたい。s2srad

用の入力データは，14時 45分までの計算で出力されたリスタートファイルを使用する。 

以下に，該当する部分を示す。 

 

! atmos.nmlst 

&s2srad_file 

  renum_file   = 'tree_renum.txt' 

  index_file   = 'index.txt' 

  sky_file     = 'sky_' 

  matrix_file  = 'matrix_' 

  initial_file = 'res_s2srad.p_' ! 初期値としてリスタートデータを使用する 

  restart_file = 'res_s2srad.p_' 
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/ 

 

次に L.nqsを設定する。 

 

# L.nqs 

# Directory 

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

#PBS -w OUT=out 

#PBS -w BRES=201608100540 

#PBS -w CRES=201608100545 

#PBS -w CASE=USECASE_KM.2m 

###$SDATAにはユーザー自身のデータ領域を設定する 

#PBS -w TOPDIR=$SDATA 

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

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

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

 

# atmos 

#PBS -w A_INIT=${TOPDIR}/${CASE}/${BRES}/${OUT}/res 

#PBS -w A_SIDE=${TOPDIR}/${CASE}/data/BndIni_nest/Exe.090_120 

 

また，次のように 2種類のファイルをステージインする。 

 

# L.nqs 

#PBS -I 

"${A_INIT}/res_s2srad.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${EXEDIR}/" 

#PBS -I 

"${A_INIT}/res_tleaf.p_%04{0-${NPM1}}n,%{(0-${PNM1})@${PER}}n:${EXEDIR}/" 

 

L.nqsの編集後，chkstginでステージインができるか確認を行い，エラーがなければバッチ

リクエストを投入する。 

 

$> chkstgin L.nqs 

$> qsub L.nqs 

 

計算の途中経過は log.0を確認する。 
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4.2.7  ポスト処理の実行 

surf_statを用いて，地表付近の気温等の出力を行う。設定方法と実行手順は 3.6節「ポス

ト処理」の東京駅建物解像気象計算の場合と同様である。 

 

4.2.8  計算結果の可視化 

surf_statにより得られた地上 2.5mにおける気温及び風速・風向分布の GrADSによる可視

化の例を図 4.4に示す。 

 

 

 

      (a) 気温[℃]（5m 解像度）   (b) 風速[m/s]・風向[矢印]（5m 解像度） 

 

  

     (c) 気温[℃]（2m 解像度）   (d) 風速[m/s]・風向[矢印]（2m 解像度） 

 

図 4.4  熊谷スポーツ文化公園建物解像気象の結果の可視化（2.5m 高） 
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付属書A MSSG のコンパイル 

 

MSSGは，海洋機構所管の地球シミュレータ，または，データアナライザー上で実行する

ことを想定している。現在，サポートしているコンパイラを以下に示す。 

 

① 地球シミュレータ 

· Linux with sxf90 compiler 

 

② データアナライザー 

· Linux with GNU gfortran compiler version 4.8.5 

· Linux with Intel ifort compiler version 18.0.1 

 

本マニュアルでは，①の地球シミュレータ上で MSSG をコンパイルすることを想定して

説明する。 

MSSGのコンパイルは標準的な GNU make を用いて行う。MSSGのソースコードのルー

トディレクトリ（$MSSG_ROOT）にある Mkinclude に移動し，コンパイラに応じた

Mkinclude.Linuxのシンボリックリンクを張る。以下では，地球シミュレータで sxf90を使用

してコンパイルする場合について例を示す。 

 

$> cd $MSSG_ROOT/Mkinclude 

$> ln -sf Mkinclude.Linux.sxf90 Mkinclude.Linux  

 

コンパイルオプションやMSSGの物理モデルの変更を行う場合には，Mkinclude.Linuxを

編集し，コンパイルを実行する。大気モデル単体のコンパイルは，$MSSG_ROOT/atmos で

makeを行う。実行形式は，$MSSG_ROOT/runに yy030000のファイル名で保存される。 

 

$> cd ../atmos 

$> make 

 

同様に，海洋モデル単体のコンパイルは，$MSSG_ROOT/oceanで makeを行う。実行形式

は，$MSSG_ROOT/runに yy020000のファイル名で保存される。 

 

$> cd ../ocean 

$> make clean 

$> make 
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結合モデルのコンパイルは，$MSSG_ROOT/couple で make を行う。実行形式は，

$MSSG_ROOT/runに yy030001のファイル名で保存される。 

 

$> cd ../couple 

$> make clean 

$> make 
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付属書B ArcGIS を用いた MSSG 入力ファイルの作成法 

 

B.1  準備するデータ 

(a) 土地利用番号 

· Zmap-AREA II（株式会社ゼンリン） 

土地利用番号として，Zmap-AREA II のデータを使用する場合。 

· 自治体等から提供を受けた GISデータ 

土地利用番号として，自治体等から提供された GISデータを使用する場合。 

(b) 建物高さデータ 

· Zmap-AREA II（株式会社ゼンリン） 

建物高さインデックスとして，Zmap-AREA II のデータを使う場合。 

· 自治体等から提供を受けた GISデータ 

 建物高さインデックスとして，自治体等から提供されたGISデータを使用する場合。 

(c) 標高データ 

· 5m解像度 DEMデータ（国土地理院） 

   標高データを国土地理院が配布する DEMデータから作成する場合。 

 

以下，手順を示す。  
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B.2  ZMmap-AREA II データの取り込み 

(a) ZMAP-AREAIIのデータを ArcMapで使えるようにする 

ZMAP-AREAIIのデータを ArcMapで使えるようにするためには，オリジナルのデータフ

ォーマットをジオデータベースに変換する必要がある。手順は次の通り。 

① ArcMap を起動する。 

② Zmap-AREAII対応ツールバーを表示する。 

 

 
 

「カスタマイズ」メニューの「ツールバー」－「Zmap-AREAII 対応ツール」にチェッ

クを入れる。 

③ 座標系を定義する。 

マップウインドウ内で右クリックして，「データフレームプロパティ」ダイアログを開

き，「座標系」タブから，使用する座標系を選ぶ。 

例：「投影座標系」－「各国の座標系」－「日本」の中にある平面直角座標系 9系の JGD_2000 

④ 「1次メッシュ」「2次メッシュ」「市区町村界」のレイヤをマップウインドウに追加す

る。 

 

 
 

「Zmap-AREAII 対応ツール」ツールバーの左端の水色Ｚ文字をクリックすると，3

つのレイヤがマップウインドウに表示され，コンテンツウインドウにリストアップさ

れる。同時に，2つのポップアップウインドウが開かれる。 

1つ目の「Zmap-AREAII対象エリアの指定」には，OKをクリックして閉じる。もう

一つのポップアップ「Zmap-AREAIIファイル設定」は使うので残す。 

⑤ メイン画面に対象領域を拡大表示する。 

2次メッシュの番号「533914」「533915」等が表示されるまで，拡大する。 

⑥ 対象領域（例「533914」,「533915」）を選択する。 

ツールアイコン内の「フィーチャ選択」を選んでから，「533914」や「533915」のメッ

シュを，シフトキーを押しながらクリックすると，選択され，水色の線で囲まれる。 
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⑦ 「Zmap-AREAIIファイル設定」を設定する。 

前出のポップアップ「Zmap-AREAIIファイル指定」を設定する。 

2 行目の詳細フォルダ行の右の「参照」をクリックして，Zmap-AREAII データが保存さ

れているフォルダの中から，対応データが保存されているフォルダ（KANTO等）を選択し

て OKをクリックする。 

3行目の出力先ジオデータベース行の右の「参照」をクリックして，出力先フォルダ（ジ

オデータベース形式のフォルダ）を指定する。この時，Windowsのフォルダを OS上で作成

しておき，新規ジオデータベース形式のフォルダのみを新規作成する方が，エラーの発生

確率を下げられる。また既存のジオデータベースフォルダを指定しない方が，後々便利で

ある。 

「OK」をクリックすると，ポップアップ「Zmap-AREAII ジオデータベース変換ツール」

が表示される。「読み込みレイヤの指定―詳細地図」から必要な項目を選択する。全てを選

択しても良いが，指定すると変換作業に時間がかかる。例えば，名称や地形に関する情報

は無くても良い。 
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その後，上部の「変換開始」をクリックする。変換には 10分程かかる。変換後は，フィ

ーチャの選択を解除しておくと良い。 

 

 

 

(b) 変換したジオデータベースを ArcMapに追加表示する。 

① メインウインドウの右上にある「カタログ」タグをクリックする。 

② 作成したジオデータベースをリストから選択する，その中にあるファイル
（AREAII_10000）をメインウインドウにドラッグ&ドロップする。ただし，作成した

ジオデータベースフォルダを参照するために，フォルダ接続32が必要な場合がある。 

③ 表示される AREAII_10000を，メインウインドウにドラッグ&ドロップする際，地理座

標系に関する警告は，無視して「閉じる」をクリックしておそらく問題ない。 

④ コンテンツウインドウに各要素のリスト一覧が追加され，メインウインドウに地図が

表示される。 

⑤ この段階で，メッシュデータ（1次，2次，界線）は不要のため，削除（または，非表

示）しておくと動作が軽くなる。コンテンツウインドウにあるリストの内，ラインの

ジオメトリを持つレイヤや名称は，非表示にすると動作が軽くなる。大まかな街区の

位置関係は，水域と道路を表示すれば把握できると思われる。 

 
32 ArcGISのソフトでは，そのままではWindowsのフォルダにアクセスできないため，アクセスできるようにフォルダ
をマウントする。 
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この段階で，保存することを推奨する。 

ファイル拡張子名のデフォルトは，*.mxdである。  
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B.3  計算対象範囲の 2 次元格子の作成 

計算範囲を指定し，平面直角座標における 2 次元格子を作成する方法を述べる。平面直

角座標系で処理を行うため，格子面積は一定値となる。 

(a) 事前準備 

ESRI 納品物をローカルディスクにコピーしておく。ESRI 納品物は Soleil33に保存されて

いる。 

（Soleil―「資料」－「外注報告書」－「ESRI」－「H27 年度_SI-CAT」－「データ作成」

－「Making_Simulation_Input」－「Tool」フォルダ） 

ArcCatalog を起動し，左端のカタログツリーの「フォルダ接続」を右クリックし，「フォ

ルダに接続」をクリックして，上記の ESRI 納品物の「tool」を選択し，カタログツリーに

「シミュレーション入力データ作成ツール.tbx」を表示させ，＋をクリックして，ツールを

展開しておく。 

(b) 格子の生成 

· ほぼ緯度経度に沿った直交格子形状の場合 

平面直角座標系での南西角の座標値が必要となる。 

格子幅[m]（東西幅（dx），南北幅（dy）が異なる間隔でも構わない） 

格子点数（東西（X：列数），南北（Y：行数）方向のそれぞれ） 

· 街路に沿った格子形状など，任意の回転を伴う直交格子形状の場合 

平面直角座標系での南西角の座標値が必要となる。 

北西に延びる軸（Y 軸とする）のベクトル座標（単位ベクトルでなくて良い） 

格子幅[m]（Y 軸の幅（dy）と，それに直交する軸（X 軸）の幅（dx）） 

格子点数（X：列数，Y：行数のそれぞれ） 

 

① 南西角の座標を決める 

ArcMap 上で右下に小さく表示されている座標を読み取るなどして，南西角の座標を決め

る。座標系は平面直角のため，JGD_2000 などの値を用いる（緯度・経度では無い）。 

例：X= -18590.0,  Y= -64580.0 

② 格子を生成する 

ArcCatalog を起動し，「ジオプロセシング」メニューの「ArcToolbox」をクリックして，

ツールボックスウインドウを開く。 

· ほぼ緯度経度に沿った直交格子形状の場合 

「ArcToolbox」－「カートグラフィツール」－「データドリブンページ」－「インデッ

クスフィーチャ（格子状）の作成」をダブルクリックして開いて，「インデックスフィー

チャ（格子状）の作成」ダイアログを表示させる。 

 

[出力フィーチャクラス] 
 

33 ワークステーションのホスト名。海洋機構の担当者に問い合わせること。 
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右端のフォルダ選択ボタンから，新たにジオデータベースフォルダを作り，その中に，

新規の出力フィーチャクラスのファイル名を指定する。 

[入力フィーチャクラス] 

設定不要 

[ポリゴンの幅（Ｘ：東西）と高さ（Ｙ：南北）] 

格子間隔のことなので，メートル単位に変えて数値を入力  

例：5メートル 

[ポリゴングリッド原点座標] 

南西角の座標を入力      

例：X= -18380.0,  Y= -61376.4 

[行数・列数] 

格子数。行数が南北Ｙ方向の，列数が東西Ｘ方向の格子数  

例：行数=1100, 列数=1100 

[開始ページ番号] 

設定不要 

[原点からラベルの貼付を開始] 

南西角を原点とするので，チェックを入れる。 

OKをクリックする。 

 

· 任意の直交格子形状（主要道路に沿った格子形状など）の場合 

「ArcToolbox」－「データ管理ツール」－「フィーチャクラス」－「フィッシュネット

の作成」をダブルクリックして開いて，「フィッシュネットの作成」ダイアログを表示さ

せる。 

 

[出力フィーチャクラス] 

右端のフォルダ選択ボタンから，新たにジオデータベースフォルダを作り，その中に，

新規の出力フィーチャクラスのファイル名を指定する。 

[上下左右の欄] 

設定不要 

[フィッシュネット原点座標] 

南西角の座標を入力   

例：X= -18860.0,  Y= - 64270.0 

[Ｙ軸座標] 

北西に延びる軸（Y 軸とする）のベクトル値をフィッシュネット原点座標に加えた座標 

 例： X= - 112.266,  Y= 169.730 のベクトルを加えるため， 

X= -18972.266 (=-18860.0-112.266),  Y= - 64100.270 (=- 64270.0+169.730) 

[セルの幅・高さ] 
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格子サイズ。平面直角座標系で設定するので，メートル単位。 

[行数・列数] 

格子数。行数が南北Ｙ方向の，列数が東西Ｘ方向の格子数を表す。  

例：行数=1100, 列数=1100 

[ラベルポイントの作成] 

チェックを外す。 

[ジオメトリタイプ] 

POLYGON に変更する。 

 

ここでは，「環境」ボタンをクリックして，出力座標の設定は行わないで，OK をクリッ

クする。 

格子作成後，座標系を設定する。ArcCatalogで，出力したフィーチャークラスをダブルク

リックして「フィーチャークラスプロパティ」を表示させ，「XY 座標系」タブから，仕様

座標系である JGD_2000を選択し，OKをクリックする。 

横浜市の都市計画基礎調査データ（GISデータ）を利用する場合，座標の定義がされてい

ないため，仮に JGD_2000上にシェープ形式のデータを表示させ，上記格子生成場所とのず

れを読み取る。 

平成 20年度版では，Zmap-AREA-IIの JGD_2000座標とのずれは，グランモール公園の美術

の広場において，（X= +285.962, Y=-369.385）である。 Zmap-AREA-IIの座標に，上記ずれ

の値を加えると，横浜市の GISデータの座標値になる。 

 

(c) 格子番号を振る 

(b)「格子の生成」では，格子番号として通し番号しかついていないので，2次元の（i, j）

を割り振る。 

① ESRI 納品物の toolを使用する。 

フォルダ接続した中の「シミュレーション入力データ作成ツール」リストの最初にある

「MAIN0_格子 IDの付与」をダブルクリックする。ただし，ArcGIS を起動していると，動

作しない場合があるので，その場合は一度終了させる。 

 

[格子フィーチャクラス] 

(b)「格子の生成」で出力した出力データセット。 

[行数] 

(b)「格子の生成」で設定した列数を入力する。 

 

② ArcMap に格子を表示し，番号を確認する。 

ArcMap を起動し，(b)「変換したジオデータベースを ArcMAP に追加表示する」で保存

した地図（*.mxd）を表示させる。 
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右端のカタログをクリックして開き，カタログウインドウ内の空白ヵ所を右クリックし

て最新の情報に更新し，上記手順「ESRI 納品物の toolを使用する」で作成した格子フィー

チャクラスをメインウインドウにドラッグ&ドロップする。 

単純に追加表示すると，重なって分かりにくいので，コンテンツウインドウの格子リス

トの色が付いた四角を右クリックして，「色なし」を選ぶと，格子の塗りつぶしが無くなる。 

各格子が認識できるまでズームアップして，任意の四角を右クリックし，「フィーチャの

選択」を選択クリックする。水色で格子の四角が選択されたら同じ格子で再度右クリック

し，「個別属性」を選択クリックすると，格子番号など属性が一覧できる。正しく格子番号

（i, j）が割り振られているかを確認する。確認後は，選択の解除を忘れずに行っておく。 

 

B.4  土地利用属性の設定（その 1：Zmap-AREA II を利用する場合） 

作成した格子ごとに，土地利用情報を追加する。ArcMap上で行う。自治体等から提供を

受けた GISデータを利用する場合は， を参照のこと。 

(a) レイヤのまとめ 

道路や建物など，土地利用に必要なすべてのオブジェクト（レイヤ）を 1つにまとめる。

ただし，ジオメトリの異なるレイヤはまとめられないので，ポリゴンのみまとめる。「ジオ

プロセシング」メニューの「マージ」をクリックする。 

 

[入力データセット] 

マージするポリゴンを１つずつ選んで，リストアップする。 

プルダウンメニューで選択する。以下の２種類に分けて作成する必要がある。 

①「自然・緑地・レジャー」「ゴルフ場」「スタジアム」「道」「水域」「目標物」「そ

の他道」「その他面」「水域中抜き」の 8～9項目。「道」は，そのほとんどが「そ

の他道」に重なっているが，高速道路は重なっていないので必要。 

②「施設」のみ。「地下面」は，土地利用に関係ないので不要。 

 

[出力データセット] 

出力フィーチャを設定する。全く異なる場所のフォルダになっている場合があるの

で，注意が必要である。デフォルトの出力フィーチャ名には「Merge」が付く。「OK」

をクリックする。 

 

終了後，コンテンツウインドウにマージしたフィーチャがリストアップされるので，そ

のマージフィーチャと格子以外はチェックを外すと，動作が軽くなる。 

ここで，Zmapで定義されている土地利用番号（LAYERCODE）の修正を行っておくこと

も可能。エディターツールバー表示ボタンから 
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を選び，エディターツールバーから，「エディター」メニューをクリックし「編集の開始」

を選択する。 

編集するレイヤー（例えば，上記の出力データセットで設定した出力フィーチャー）を

選択して，「OK」をクリックする。 

データフレームに関する警告は無視して「継続」をクリックする。変更したいポリゴン

をクリックすると，右側に属性ウインドウが開くので，その項目から編集したい項目を変

更する。全ての変更が終了したら，同じく「エディター」メニューをクリックし「編集の

保存」と「編集の終了」を順に選択する。「定義の無い空白部分を埋める手順」参照。 

(a) マージファイルのジオメトリの修正 

「ArcToolbox」－「データ管理ツール」－「フィーチャ」－「ジオメトリの修正」を選択

する。 

 

[入力フィーチャ] 

手順でマージしたフィーチャを選択（プルダウンメニューが使える） 

 

解析に時間を要する。（特に①の９項目時） 

(b) ディゾルブによる分裂しているフィーチャの集約 

「ジオプロセシング」メニューの「ディゾルブ」をクリックする。 

 

[入力フィーチャ] 

手順 (a) で出力したマージしたフィーチャを選択（プルダウンメニューが使える） 

[出力フィーチャ] 

出力フィーチャを設定する。デフォルトで記載されている場所は，全く関係のないデ

ィレクトリである可能性が高いので注意。デフォルトの出力フィーチャ名には「Dis」

が付く。 

[ディゾルブフィールド] 

DISPLEVEL, LAYERCODE, HEIGHTを選択する。 
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[マルチパートフィーチャの作成 

チェックを外す。 

「OK」をクリックする。 

(c) 格子位置のデータを取り出す 

「ジオプロセシング」メニューの「インターセクト」をクリックする。 

 

[入力フィーチャ] 

プルダウンから，格子フィーチャ，手順 (c) でディゾルブしたフィーチャの順で選び，

リストアップさせる。 

[出力フィーチャ] 

出力フィーチャを設定する。デフォルトの出力フィーチャ名には「Intersect」が付く。 

[その他] 

変更なし。 

「OK」をクリックする。 

 

終了後，コンテンツウインドウにインターセクトしたフィーチャがリストアップされる

ので，そのインターセクトブフィーチャ以外はチェックを外す（ディゾルブと格子のチェ

ックを外す）と，動作が軽くなる。図をズームアップすると，フィーチャが格子状になっ

ていることが確認できる。 

(d) Zmap-AREAIIのデータの無い格子に対して LAYERCODEを割り振る 

本手法は非推奨であり，(c)「格子位置のデータのみ取り出す」を使う方が良い。 

「ArcToolbox」の「解析ツール」－「オーバーレイ」－「アイデンティティ」をダブルクリ

ックする。 

 

[入力フィーチャ] 

格子フィーチャ 

[アイデンティティフィーチャ] 

ディゾルブしたフィーチャ 

[出力フィーチャ] 

出力フィーチャを設定する。デフォルトの出力フィーチャ名には，「Identity」が付く。 

[その他] 

変更なし。 

「OK」をクリック。 

 

Zmap-AREAIIの LAYERCODEが存在しない場所は 0となる。図をズームアップすると，

フィーチャが格子状になっていることが確認できる。 

(e) LAYERCODE を集計する 
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Zmap-AREAIIのレイヤ番号（表 B.1）をMSSGの土地利用番号に対応させる。 

(f) (c)「格子位置のデータを取り出す」または(d)「Zmap-AREAIIのデータの無い格子に対

して LAYERCODEを割り振る」で出力したフィーチャを右クリックして，「属性テーブ

ルを開く」をクリックし，テーブルの「テーブルオプション」－「フィールドの追加」

ダイアログを表示させる。 

 

名前 

出力用の適当な名前を与える。例「LU」 

タイプ 

土地利用番号は，整数値なので，「Short Integer」を選ぶ。 

「OK」をクリック 

 

結果，末列に値が入っていない（NULLと記載されている）フィールドが追加される。こ

の新しいフィールドに，Python を使ってレイヤ番号に対応した土地利用番号を入力してい

く。 

新しく追加したフィールドの名前の部分をクリックして，そのフィールドをハイライト

表示させてから，右クリックして，フィールド演算をクリックする。確認ポップアップに

は，「Yes」をクリックする。 

 

① 「施設」 

def Reclass(LAYERCODE): 

if(202==LAYERCODE): 

return "3" 

elif(193<=LAYERCODE and LAYERCODE<=197): 

     return "1" 

   elif(198<=LAYERCODE and LAYERCODE<=200): 

     return "4" 

   elif(201<=LAYERCODE and LAYERCODE<=204): 

     return "1" 

   else: 

     return "0" 

 

② 「施設以外」 

デフォルト（LAYERCODE=0）を，草地（LU=4）として，その他の番号を割り振ってい

く。 

 

[形式] Python 
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[コードブロックを表示]にチェック 

[Pre-Logic Script Code:] 

def Reclass(LAYERCODE): 

      if(73==LAYERCODE): 

        return "3" 

      elif(0==LAYERCODE): 

        return "4" 

      elif(76==LAYERCODE): 

        return "3" 

      elif(88<=LAYERCODE and LAYERCODE<=89): 

        return "1" 

      elif(123<=LAYERCODE and LAYERCODE<=125): 

        return "3" 

      elif(182<=LAYERCODE and LAYERCODE<=189): 

        return "1" 

      elif(191<=LAYERCODE and LAYERCODE<=192): 

        return "5" 

      elif(193<=LAYERCODE and LAYERCODE<=197): 

        return "1" 

      elif(199<=LAYERCODE and LAYERCODE<=212): 

        return "2" 

      elif(213<=LAYERCODE and LAYERCODE<=229): 

        return "3" 

      elif(232<=LAYERCODE and LAYERCODE<=233): 

        return "1" 

      else: 

        return "4" 

 

[LU=] （フィールドの名前を LUにした場合） 

   Reclass( !LAYERCODE! ) 

 

参考までに 

   70: 緑地 71: 芝 

  72: 土  73: 庭園路  など。 

 

「OK」をクリックする。エラーが出るのは，多くの場合，コードの記載ミスが原因。行

頭のスペースも意味がある。 
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(g) 土地利用番号，建物高さの修正 

手順(e)「LAYERCODE を集計する」で編集した，コンテンツウインドウにあるフィーチ

ャを右クリックして，「フィーチャの編集」－「編集の開始」をクリックし，もう一度同じ

フィーチャを右クリックして，「属性テーブルを開く」をクリックする。 

カーソルをフィーチャの選択に変更してからマップウインドウで変更したい格子を選択

する。次に，属性テーブルで，選択した列のみ表示に変更し，手入力で，土地利用番号や

建物高さを編集・変更していく。もしくは，手順(e)のように，フィールド演算を使って，

機械的に変更することもできる。 

変更の確認には，編集したフィーチャを右クリックして，「プロパティ」をクリックし，

「レイヤープロパティ」ダイアログの「シンボル」タブから，左の「表示」窓の「数値分

類」をクリックする。「等級色」で値を，土地利用番号のフィールド名前（例では「LU」）

を選び，右の「分類」をクリックし，「分類」ダイアログで「サンプリング」をクリックし，

データ数（レイヤー数）以上の数値を入力。クラスを 6などに調節し，OKをクリック。戻

った画面で色を調節（色の□をダブルクリック）し，OKをクリックすると，土地利用番号

に応じた色分け画面がマップウインドウに表示される。 

高さも同様。ただし，10倍したメートル単位の値が入っていることに注意する。 

 

(h) 最終ファイルの出力とそのフォーマット 

① 各格子に属性番号を与えたリストを最終出力する 

「ArcToolbox」 ウインドウを表示させ，「解析ツール」－「統計情報」－「要約統計量」

をクリックする。 

 

[入力テーブル] 

手順(d), (e) で操作したフィーチャ 

[出力テーブル] 

テキスト 

[統計フィールド] 

ドロップダウンリストから「Shape_Area」を選択し，「統計の種類」で「SUM」を選択。 

[ケースフィールド] 

ドロップダウンリストから，「i」，「j」，「LU」を選択。 

「OK」をクリックする。 

 

次のようなリストが得られる。 

 

OBJECTID,i,j,LU,FREQUENCY,SUM_Shape_Area 

-1, 1, 1, 1, 2,  7.700433186091726 

-1, 1, 2, 1, 2,  7.783939284380986 
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-1, 1, 3, 1, 1,  0.878493421243459 

-1, 1, 3, 3, 1, 14.267176430067265 

 

1列目：意味なし 

2列目：東西方向格子番号 

3列目：南北方向格子番号 

4列目：土地利用 1，3，4，5が定義されている。 

5列目：統計に用いた要素数 

6列目：各土地利用の面積（同じ格子番号の時に，面積割合で判断するための情報） 

 

② 各格子に平均建物高さを与えたリストを最終出力する 

「ArcToolbox」 ウインドウを表示させ，「解析ツール」－「統計情報」－「要約統計量」

をクリックする。手順(g)「土地利用番号，建物高さを修正する」と同様に，以下の項目だ

け変える。 

 

[統計フィールド] 

ドロップダウンリストから「HEIGHT」を選択し，「統計の種類」で「MEAN」を選択。 

[ケースフィールド] 

ドロップダウンリストから，「i」，「j」，「LU」を選択。 

「OK」をクリックする。 

 

次のようなリストが得られる。 

 

OBJECTID,i,j,LU,FREQUENCY,MEAN_HEIGHT 

-1, 1, 1, 1, 2, 60.000000000000000 

-1, 1, 2, 1, 2, 60.000000000000000 

-1, 1, 3, 1, 1, 60.000000000000000 

-1, 1, 3, 3, 1, 0.000000000000000 

-1, 1, 4, 1, 1, 60.000000000000000 

-1, 1, 4, 3, 1, 0.000000000000000 

 

1列目：意味なし 

2列目：東西方向格子番号 

3列目：南北方向格子番号 

4列目：土地利用 1，3，4，5が定義されている 

5列目：統計に用いた要素数 

6列目：平均建物高さ（LU=1以外は意味が薄い） 
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B.5  土地利用属性の設定（その 2：GIS データを利用する場合） 

ここでは，都市計画基礎調査データなど，土地利用や建物高さが記載されている GIS デ

ータを利用する場合の設定方法を説明する。横浜市の都市計画基礎調査平成 20年度版を用

いる。 

(a) 格子の生成 

座標値のずれを考慮して，格子を作成する。格子番号を振るには，ArcMap を起動して，

建物用 khv20 を表示する（klv20_polygonではなく，提出用 khv20 と記載されているファイ

ル）。 

B.3 (b)「格子の生成」と同じ方法で格子を生成し，格子番号を振る。その際，khv20デー

タと Zmap-AREAIIのデータでは，同じ JGD_2000で表示させても，ずれがあることに注意

して，座標原点をずらしておく必要がある。 

 

南西端_GIS(X,Y) = 南西端_Zmap(X,Y) + (ずれ) = ( - 18860.0, - 64270.0 ) + ( - 289.82, 363.256 ) 

                                             ( -19149.82, - 63906.744 ) 

 

(b) 平均建物高さを割り出す 

① 格子位置のデータのみを取り出す。 

「ジオプロセシング」メニューの「インターセクト」をクリックする。 

 

[入力フィーチャ] 

プルダウンから，格子フィーチャ，khv20フィーチャの順で選び，リストアップさせる。 

[出力フィーチャ] 

出力フィーチャを設定する。 

[その他] 

変更なし。 

「OK」をクリック。 

 

終了後，コンテンツウインドウにインターセクトしたフィーチャがリストアップされる

ので，そのインターセクトブフィーチャ以外はチェックを外すと，動作が軽くなる。図を

ズームアップすると，フィーチャが格子状になっていることが確認できる。 
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各格子に，平均建物高さを与えたリストを最終出力する。「ArcToolbox」ウインドウを表

示させ，「解析ツール」－「統計情報」－「要約統計量」をクリックする。 

B.3 (b)「格子の生成」と同様に，以下の項目だけ変える。 

 

[統計フィールド] 

ドロップダウンリストから，「TAKASA12」を選択し，「統計の種類」で「MEAN」を選

択する。同じくドロップダウンリストから，「Shape_Area」を選択し，「統計の種類」で

「SUM」を選択する。 

[ケースフィールド] 

 ドロップダウンリストから，「i」，「j」を選択する。 

「OK」をクリックする。 

 

(c) 土地利用用 klv20_polygonの表示 

① 格子位置のデータのみ取り出す。 

「ジオプロセシング」メニューの「インターセクト」をクリックする。 

 

[入力フィーチャ] 

プルダウンから，格子フィーチャ，klv20_polygon フィーチャの順で選び，リストアッ

プさせる。 

[出力フィーチャ] 

出力フィーチャを設定する。 

[その他] 

変更なし。 

「OK」をクリック。 

 

終了後，コンテンツウインドウにインターセクトしたフィーチャがリストアップされる



計算手順ガイダンス 

 

110 
 

ので，そのインターセクトブフィーチャ以外はチェックを外す（ディゾルブと格子のチェ

ックを外す）と，動作が軽くなる。図をズームアップすると，フィーチャが格子状になっ

ていることが確認できる。 

出力したフィーチャを右クリックして，「属性テーブルを開く」をクリックし，テーブル

の「テーブルオプション」－「フィールドの追加」ダイアログを表示させる。 

 

名前 

出力用の適当な名前を与える。例「LU」 

タイプ 

土地利用番号は整数値なので「Short Integer」を選ぶ。 

「OK」をクリック。 

 

結果，末列に値が入っていない（NULLと記載されている）フィールドが追加される。こ

の新しいフィールドに，Python を使ってレイヤ番号に対応した土地利用番号を入力してい

く。 

新しく追加したフィールドの名前の部分をクリックして，そのフィールドをハイライト

表示させてから，右クリックして，フィールド演算をクリックする。確認ポップアップに

は，「OK」をクリックする。 

デフォルトを建物敷地（LU=2）として，その他の番号を割り振っていく。 

 

[形式] Python 

[コードブロックを表示]にチェック 

[Pre-Logic Script Code:] 

def Reclass(ITEM004): 

  if(10701==ITEM004): 

    return "4" 

  elif(10101<=ITEM004 and ITEM004<=10300): 

    return "4" 

  elif(10501<=ITEM004 and ITEM004<=10506): 

    return "5" 

  elif(22000<=ITEM004 and ITEM004<=22000): 

    return "4" 

  elif(30101<=ITEM004 and ITEM004<=30103): 

    return "4" 

  elif(30203<=ITEM004 and ITEM004<=30304): 

    return "3" 

  elif(30306<=ITEM004 and ITEM004<=30400): 
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    return "3" 

  else: 

    return "2" 

 

[LU=] （フィールドの名前を LUにした場合） 

 Reclass( ! ITEM004! ) 
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表 B.1  Zmap-AREA II のレイヤ番号 

 
 

複合CODE 土地種別 内容

10101 田

10201 畑

10206 農業施設用地 畜舎，温室，船小屋，農業用納屋，農林漁業用作業場

10300 山林 社寺林，学校所有の森を含む

10501 河川・水路

10502 湖沼 調整池，釣堀含む

10506 プール・貯水槽

10601 荒地 砕石場，荒地（堤内）

10602 海浜等 遊水池，河川敷（未利用）(堤外），海浜

10603 法面 人工的な斜面

10701 耕作放棄地

20100 住宅用地

20200 集合住宅用地

20300 店舗併用住宅用地

20400 店舗併用集合住宅用地

20500 作業所併用住宅用地

20600 業務用地

20700 商業用地

20800 宿泊娯楽施設用地 キャンプ場（民間）を含む

21100 商業用地（複合系）

21200 公共用地

21300 文教厚生用地 キャンプ場（公営）を含む

21400 運輸倉庫用地 港区含む

21500 工業用地

21900 供給処理施設用地 送電線鉄塔用地，雨水調整池

22000 農地（農業施設）

22100 防衛施設

30101 公園 都市公園内の芝地，樹林地を含む。市民の森は除外

30102 ゴルフ場

30103 その他オープンスペース 児童広場，市民の森等の開放されている広場

30201 未利用地 (空）

30202 取壊･改変工事中 (建設中）建物のないもの，材料置き場（工事中）

30203 駐車場

企業・大学等のグラウンド（校舎等に隣接していない）

住宅展示場,  材料置き場(工場内は除く）

30301 自動車専用道路

30302 道路：幅員22ｍ以上

30303 道路：12m～22m

30304 道路：4m～12m

30305 駅前広場

30306 道路：4m未満

30307 道路その他 道路中央分離帯，管理用地等

30400 鉄道用地

自

然

的

土

地

利

用

都

市

的

土

地

利

用

30204 その他空地
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各格子に属性番号を与えたリストを最終出力する。 

「ArcToolbox」 ウインドウを表示させ，「解析ツール」－「統計情報」－「要約統計量」

をクリックする。 

手順(g)と同じで，以下の項目だけ変える。 

 

[統計フィールド] 

ドロップダウンリストから，「LU」を選択し，「統計の種類」で「SUM」を選択する 

[ケースフィールド] 

ドロップダウンリストから，「i」，「j」，「LU」を選択する。 

「OK」をクリックする。ただし，鉄道高架は反映されない。 
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B.6  標高データの作成 

国土地理院の DEMデータ「数値標高モデル」を利用する。5m解像度と 10m解像度のデ

ータがあるが，10m 解像度のデータが地形図の等高線であり，かつ 2 次メッシュまでのデ

ータであるのに対し，5m解像度のデータの DEM5Aは，航空レーザー測量によるデータで

3次メッシュまで提供されているため，DEM5Aを用いて計算格子における標高データを作

成する（DEM5B は，写真測量によるデータであり，DEM5A のデータを補うものである。

必要に応じて利用する）。その際， 

・内挿処理をして 5mより細かい解像度のデータを作成する場合 

・DEMデータをそのまま使用する場合 

のそれぞれについて説明する。 

 

(a) 使用方法の流れ 

① 必要な場所の DEMデータをダウンロードする。 

② DEMデータをラスタ形式（地表をセルに分割し，セル内の情報を数値化した形式）に

変換して，使い易くする。 

③ セルサイズが 5mでは大きい場合は，内挿して細かいセルに分割する。その際，ラスタ

形式のままでは変換できないため，一度ポイントデータに変換し，再度，ラスタ形式

データを作成する。 

④ 格子データ（シミュレーション用）と空間結合を行う。その際，格子データにマッピ

ングする DEMデータの要素を探索する領域（バッファー）を設定しておく。 

(b) DEMデータの ArcGISへの取り込み 

① ArcMap を起動し，座標系を設定する。 

中央のマップウインドウ内で右クリックして，「データフレームプロパティ」ダイアログ

を開き，「座標系」タブから，使用する座標系を選ぶ。 

例：「投影座標系」－「各国の座標系」－「日本」の中にある平面直角座標系 9 系の

JGD_2000 

② DEMデータをラスタ形式データに変更する。 

「ArcToolbox」から，「変換ツール（国内データ）」－「国土地理院」－「基盤地図情報（GML）

のインポート」を起動する。 

 

[入力ファイル] 

国土地理院からダウンロードしたファイル（複数のファイルを同時に指定できる） 

[出力テーブル] 

ジオデータベースを指定 

[同一種別のデータは…] 

チェックを入れて結合し，２つ下の行の測地系で出力する測地系を選択する。 

[異なる測量成果の…] 
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チェックを入れて結合する。 

③ 手順②で設定した出力ジオデータベース内に作成されたラスタ形式データの「DEM5m

結合」を ArcMap に表示する。 

ArcMapの右上のカタログタブから，出力ジオデータベースフォルダを選び，「DEM5m結

合」をマップウインドウにドラッグ&ドロップする。 

④ 上記手順②で座標系を設定済であるため，基本的にはこの手順は不要であるが，マッ

プウインドウ表示では，リアルタイム投影変換機能により手順①で設定した座標系以

外の入力データもマップウインドウに自動投影されて表示されている。根本的にラス

タ形式データの座標系を変換する必要がある場合は，本手順を実行する。 

「ArcToolbox」から，「データ管理ツール」－「投影変換と座標変換」－「ラスタ」－

「ラスタの投影変換」を起動する。 

 

[入力ラスタ] 

上記手順②で出力したラスタ 

[出力ラスターデータセット] 

出力ファイル名を設定 

[出力の座標系] 

JGD_2000_Japan_Zone_9 

 

⑤ DEMデータの範囲が広く，不要なエリアを表示させていると，動作が遅くなる。そこ

で，マップウインドウに表示されているエリアから，実際に使用する解析エリアを絞

り，表示動作が軽くする。ここでは，その対象領域の切り出しを行う。 

· 「カスタマイズ」メニューの「ツールバー」－「図形描画」を選択し，図形描画

ツールバーを表示する。□を選択し，マップウインドウのクリップしたい場所に

描画する。 

 

              

図形の□ 
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· 描画したグラフィックスが選択された状態のまま，「コンテンツ」ウインドウのラス

タデータ（例：「DEM5m結合」という名）を右クリックして，「データ」－「データ

のエクスポート」を選択し，「ラスタデータのエクスポート」ダイアログを起動する。 

· 「範囲」から，「選択グラフィックスでクリップ」を選択する。出力ラスタ内の場所

（ファイルジオデータベースを設定）と名前（ラスタ形式データ名：例「DEM5m結

合 Clip」）を設定し，「保存」をクリックする。 

· 「エクスポートしたデータをレイヤとしてマップに追加しますか」に「はい」をク

リックする。 

· 選択グラフィックス（上図の黄色い四角など）を削除し，不要になった全体地図は，

非表示にする。 

· 白黒のコンターであるが，好みに応じて色を変える。左のコンテンツウインドウに

リストアップされているラスタ「DEM5m結合 Clip」をダブルクリックして「レイヤ

ープロパティ」ウインドウを表示させ，「シンボル」タブからカラーランプのカラー

バーを好みのカラーバーに変更し，OK をクリックする。もしくは，「シンボル」タ

ブの「表示」－「分類」から，カラーランプのカラーバーを好みのカラーバーに変

更する。クラス数を増やすと，より詳細なカラーバーになる。クラス数の右の「分

類」をクリックすると，コンターのスケールを任意の幅に変更できる。 

(c) 内挿処理を行う場合 

5m格子間隔では広すぎる場合，内挿し解像度の高いデータを作成する方法を説明する。 

① ラスタデータをポイントデータに変換する 

ラスタデータでは，内挿処理が出来ないため，ラスタデータをポイントデータに変換す

る。「ArcToolbox」から，「変換ツール」－「ラスタから変換」－「ラスタ→ポイント」を起

動する。 

 

[入力ラスタ] 

手順(④章 (e) )でクリップしたラスタ 

[フィールド] 

変更なし（Valueのまま） 

[出力ポイントフィーチャ] 

出力フィーチャを設定 

OKをクリックする。 

 

結果，マップウインドウに，5m間隔の多数の点が表示される。毎回，この多数の点を表

示させると動作が遅くなるため，左側のコンテンツウインドウで表示を外す。 

② 内挿処理 

ポイントデータに内挿処理を行う。同時にラスタに変換できる。 

「ArcToolbox」から，「3D Analyst」－「ラスタの内挿」－「IDW」を起動する。 
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[入力ポイントフィーチャ] 

上記手順①で出力したポイントデータ 

[Z値フィールド] 

grid_code にする 

[出力ラスタ] 

出力ラスタ名前 

[出力セルサイズ] 

1mまで細かくする場合には，1を入力 

[検索範囲] 可変 

[ポイント数] デフォルトの 12，または，周囲から補完するので 4 

[最大距離] 空欄のまま（対角距離がデフォルト） 

 

③ 再度ラスタデータをポイントデータに変換する。 

「ArcToolbox」から，「変換ツール」－「ラスタから変換」－「ラスタ→ポイント」を起

動する。 

 

[入力ラスタ] 

手順②で内挿処理したラスタ 

[フィールド] 

変更なし（Valueのまま） 

[出力ポイントフィーチャ] 

出力フィーチャを設定 

「OK」をクリックする。  

 

結果，マップウインドウに，多数の点が表示され，5mのポイントデータより細かくプロ

ットされていることが確認できる。毎回，この多数の点を表示させると動作が遅くなるた

め，左側のコンテンツウインドウで表示を外す。 にすすむ。 

(d) 内挿処理を行わない場合 

① ラスタデータをポイントデータに変換 

「ArcToolbox」から，「変換ツール」－「ラスタから変換」－「ラスタ→ポイント」を起

動する。 

 

[入力ラスタ] 

手順(b) ⑤でクリップしたラスタ 

[フィールド] 

変更なし（Valueのまま） 
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[出力ポイントフィーチャ] 

出力フィーチャを設定 

「OK」をクリックする。  

 

結果，マップウインドウに，多数の点が表示され，DEMデータの中心にポイントがプロ

ットされていることが確認できる。 

(e) 格子データと DEMデータの結合 

① シミュレーション用の格子データからバッファポリゴンを作成する 

「ArcToolbox」から，「解析ツール」－「近接」－「バッファ」を起動する。 

 

[入力フィーチャ] 

ArcCatalog で作成したシミュレーション用の格子 

[出力フィーチャクラス] 

出力フィーチャを設定 

[バッファの距離] 

距離単位は 5m解像度の場合は 2m以上。1m解像度の場合は 1m以上。 

[その他] 

デフォルトのまま 

「OK」をクリックする。 

 

数十分ほど時間を要する。結果，円形の図が多数マップに表示される。  

② 上記手順①バッファフィーチャを，「コンテンツ」画面で右クリックして，「属性の結

合とリレート」－「結合」を起動する。 

 

[このレイヤへの結合の対象は?] 

空間的位置関係に基づき・・・を選択。 

[1.結合対象レイヤを選択・・・] に DEMのポイント化したデータを設定。 

[2.結合オプション]: [各ポリゴンの属性テーブルに・・・] を選択して [平均] にチェッ

クを入れる。 

[3.作業後のデータは・・・]: 出力ポリゴンを設定する。 

「OK」をクリックする。 

 

非常に時間を要する。数時間～10時間ほど。 

③ テキストに出力する 

結合したデータの属性テーブルを開き，[テーブルオプション] ボタン（属性テーブル左

上にある書類の形）をクリックして [エクスポート] を選択する。 
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B.7  HAO 形式に変換 

以上の作業で作成された 

· 土地利用 indexデータ 

· 建物高さデータ 

· 標高データ 

· 樹冠配置データ 

を，MkInp（MSSG実行の前処理プログラム）用のフォーマットに変換する。変換プログラ

ムの namelistは「RUN.inp」，実行ファイルは「ESRI2HAO.exe」である34。 

(a) 樹木データ 

樹木が存在する格子と，樹冠配置 (tp) が記載されたファイルである。ただし，ここでは，

樹冠配置パターンの区別が出来ていないため，一定値（=1）を記載する。フォーマットは i，

j，tpであるため，awk 等で対応する。 

(b) 土地利用 indexデータ 

Rawデータは以下のような形式である。 

 

OBJECTID,i,j,LU,FREQUENCY,SUM_LU 

-1,1,1,5,1,5.000000000000000 

-1,1,2,5,1,5.000000000000000 

 

データ中の ”,” を “ “（スペース）に変換する。変換プログラムがチェックする内容

は以下の 2 点である。 

· 全ての格子点で定義されているか。 

· 同一格子点に置いて複数の index が定義されている場合は，面積割合の高い方の 

indexにする。 

RUN.inp の LUconv を .true. にして，ESRI2HAO.exe を実行する。 

(c) 標高データ，建物高さデータ 

標高データ(Ek)と建物高さデータを同じファイルにまとめて出力する。標高データの Raw

データは以下のような形式である。 

 

OBJECTID_1,OBJECTID,i,j,BUFF_DIST,ORIG_FID,Count_,Avg_pointid,Avg_grid_code,Shape

_Length,Shape_Area 

1,1,1,1,2.000,1,2,1606220.000,4.125000000000000,32.566810629935134,77.545103994780803 

2,2,2,1,2.000,2,1,1605532.000,4.079999923706055,32.566734840113931,77.544973401504706 

 

エディターで”,” を “ “（スペース）に変換する。Avg_grid_code が各格子点（i, j）に

おける標高データ[m]である。コンバートプログラムがチェックする内容は以下の 4 点であ

 
34 変換プログラムについては海洋機構の担当者に問い合わせること。 
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る。 

· Count_ が 1以上である。0では，正しく DEMデータから変換されていない。 

· 全ての領域で定義されているか。 

· 重複定義はされていないか。 

· 標高が 0m以下の場合は 0mにかさ上げする。 

 

建物高さデータの Rawデータは，横浜市の GISデータを用いた場合は，以下のような形

式である。 

 

OBJECTID,i,j,ITEM001,FREQUENCY,MEAN_TAKASA30 

-1,1,27,19100,1,9.300000000000001 

-1,1,28,19100,1,9.300000000000001 

 

データ中の ”,” を “ “（スペース）に変換する。建物が存在する格子（ITEM001 が

19100）でのみ，平均建物高さ（FREQ.が平均に用いた建物の数）が記載されている。 

変換プログラムがチェックする内容は，以下の 4 点である。 

· Count_ が 1以上である。0では，正しく DEMデータから変換されていない。 

· 全ての領域で定義されているか。 

· 重複定義はされていないか。 

· 標高が 0m以下の場合は 0mにかさ上げする。 

RUN.inp の ETconv を .true. にして，ESRI2HAO.exe を実行する。 
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付属書C MkInp のネームリスト 

 

MSSG建物解像気象計算用の入力データを作成するプログラム「MkInp」の設定に使用す

るネームリストの項目を表 C.1にまとめた。 

 

表 C.1  MkInp のネームリスト 

 

(a)  nmlst_global 

 

 

(b) nmlst_hao_global 

 

  

nmlst_global 変数 内容 書式（例）

center_lam 計算領域中心の経度[°] 139.767019

center_phi 計算領域中心の緯度[°] 35.680882

halo haloセルの数 4

spg_max スポンジ領域の格子点数の最大値 10

dim_size 並列計算のための領域分割数 20,20

global_control dir_nmlst ネームリストの出力ディレクトリ '../IOnmlst'

nmlst_for_MSSG

nmlst_hao_global 変数 内容 書式（例）

file_format gui_grid_data
MSSG－GUIで保存した地理入力データを使用する
場合はT

T

file_table_lu filename 土地利用コードのファイル 'LAND_CODE.mgconf'

mxl 1ブロック当たりの格子数（x方向） 400

myl 1ブロック当たりの格子数（y方向） 400

mxb ブロック数（x方向）
* 1

myb ブロック数（y方向） 1

dxy 水平解像度[m] 5

dz 鉛直解像度[m] 5

isg 1

ieg 400

jsg 1

jeg 400

keg 形態係数のための高さ方向点数 100

dir_hao 地理入力データ保存ディレクトリ '../../Input'

*計算領域をブロックに分割して計算を行う場合に設定する。

hao_setting

hao_control

地理入力データ中の計算対象のiの範囲

地理入力データ中の計算対象のjの範囲
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表 C.1  MkInp のネームリスト（続き） 

 

(c) HAOdynamics 

 
 

(d) HAOs2srad 

 

  

HAOdynamics 変数 内容 書式（例）

ndate 人口排熱データを抽出する時刻の個数 1

date 人口排熱データを抽出する時刻 2015,8,7,5,0,0

surf 表面データの処理を行う場合はT T

heat 人口排熱を有効にする場合はT T

topog_file 出力ファイル名（標高） './topo'

landuse_file 出力ファイル名（土地利用） './index'

urban_file 出力ファイル名（建物高さ） './zurban'

anth_heat_file 出力ファイル名（人口排熱） './heat'

use_bldg_bottom 建物の形状にオーバーハング形状がある場合はT F

ips 1

ipe 20

jps 1

jpe 20

debug 標高・建物高さデータのデバッグをする場合T F

kdbg kdbgを与えることにより閾値を超えるか調べる 6

*領域を分割し，分割した領域ごとにジョ ブを実行することで処理時間を短縮する場合に利用する。

debug_control

date_anth_heat

pe_control
*

file_dynamics

処理対象となる領域分割ブロックのi方向範囲

処理対象となる領域分割ブロックのj方向範囲

HAOs2srad 変数 内容 書式（例）

nxdum 放射伝熱計算のためのダミーセル数（x方向）
* 0

nydum 放射伝熱計算のためのダミーセル数（y方向） 0

path 出力ディレクトリ '../../../Pool/USECASE_TKY'

eletopo_file 標高・建物高さ（出力ファイル） 'eletopo.txt'

renum_file 面素通し番号（出力ファイル） 'renum.txt'

vf_file 形態係数（出力ファイル名接頭辞） 'form_'

matrix_file 係数行列（出力ファイル名接頭辞） 'matrix_'

sky_file 天空率（出力ファイル名接頭辞） 'sky_'

shadow_file 日陰率（出力ファイル名接頭辞） 'shadow'

index_file 土地利用（出力ファイル） 'index.txt'

lutmp_file 土地利用別表面温度データ（入力ファイル）
'./Indata/temp_of_lu_suime
n_UTC.data'

grtmp_file 地表面温度（出力ファイル名接頭辞） 'grtmp'

tree_file 樹冠配置（入力ファイル） 'tree.txt'

tree_renum_file 樹木の面素通し番号（出力ファイル） 'tree_renum.txt'

tree_p_file 樹木データ（出力ファイル名接頭辞） 'tree'

tree_grd_file 樹木確認用データ（出力ファイル） 'tree.grd'

tree_s2srad trim_tree_data 樹冠配置の範囲抽出を行う場合はT T

bldg_parameter use_bldg_bottom 建物の形状にオーバーハング形状がある場合はT F

dummy_s2srad

file_s2srad

*放射伝熱計算は計算領域の周囲にダミーセルを加えた領域で計算される。
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表 C.1  MkInp のネームリスト（続き） 

 

(e) RenumSurf 

 

 

(f) ViewFactor_mpi 

 
 

(g) ViewFactor_GT 

 

  

RenumSurf 変数 内容 書式（例）

bldg_parameter use_bldg_bottom 建物の形状にオーバーハング形状がある場合はT F

tree_species 樹木の分類数 2

mesh_length 格子幅[m] T

tree_mesh_3d 樹冠配置データを3次元データで読み込む場合はT F

tree_type 樹木の種類 'Large Green','Small Park'

tree_height 樹高[m] 1.5E+01,1.0E+01

leaf_bottom 樹冠の底面高さ[m] 5.0E+00,5.0E+00

leaf_top 樹冠頂の高さ[m] 1.5E+01,1.0E+01

leaf_den 葉面積密度 5.7E-01, 1.0E+00

use_volume_element 樹冠を体積要素として扱う場合はT T

tree_parameter

ViewFactor_mpi 変数 内容 書式（例）

nbeam １つの要素から射出する光線の数 5000（推奨値）

nblock 要素データを分割するブロック数 960

block_start 1

block_end 960

periodic 水平方向に周期境界条件を設定する場合はT F

n_limit 光子の水平移動グリッド数の最大値 100

nview_max
1つの要素から射出した光線が到達或いは透過する
要素の最大値

50000

conserve エネルギー保存スキームを使用する場合はT T（推奨）

tree_decay 樹冠を通過する光の減衰係数 0.5（推奨値）

param_control

処理するブロック番号の範囲

ViewFactor_GT 変数 内容 書式（例）

nbeam １つの要素から射出する光線の数
50000
（ViewFactor_mpiのnbeam
よりも十分大きい値）

nblock 要素データを分割するブロック数 400

block_start 1

block_end 400

periodic 水平方向に周期境界条件を設定する場合はT F

n_limit 光子の水平移動グリッド数の最大値 100

globe_height 黒球温度の高さ 1.5

nview_max
1つの要素から射出した光線が到達或いは透過する
要素の最大値

50000

param_control
処理対象となる要素データのブロックの範囲



計算手順ガイダンス 

 

124 
 

 

 

表 C.1  MkInp のネームリスト（続き） 

 

(h) Solmatrix_mpi 

 
 

(i) Shadow_repetitive 

 

 

(j) Shadow_date 

 

  

Solmatrix_mpi 変数 内容 書式（例）

nnonzero 係数行列の非ゼロ要素数の最大値 50000

fij_neg ゼロとみなす形態係数の上限値 1.0d-6（推奨値）

rank_start 0

rank_end 399

conserve エネルギー保存スキームを使用する場合はT T（推奨）

param_control
処理対象となる領域ランクの範囲

Shadow_repetitive 変数 内容 書式（例）

alongitude 計算領域中心の経度[°] 139.767019

alatitude 計算領域中心の緯度[°] 35.680882

rotate 座標系の回転角度[°] 0.0

set_date 日時
yyyy,mm,dd,hh,mm,ss
（変更不要）

time_diff UTCからJSTへの変換 +9.0

nbeam ビームの数 625（推奨値）

n_limit 光子の水平移動グリッド数の最大値 200

location_control

beam_control

time_control

Shadow_date 変数 内容 書式（例）

ndate dateの個数 2

date 編集対象とする日付
2015,8,7,5,0,0,
2015,8,7,6,0,0

date_control
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付属書D BndIni_nest_zstr のネームリスト 

 

MSSG 気象計算の出力ファイルから MSSG 建物解像気象計算の初期値・境界値を作成す

るプログラム「BndIni_nest_zstr」の設定に使用するネームリストの項目を表 D.1にまとめた。 

 

 

表 D.1  BndIni_nest_zstr のネームリスト 

 

  

BndIni_nest_zstr 変数 内容 備考

in 気象計算で使用した標高データのパス

out 出力ファイル名 通常「topo」を使用する。

use_mssg_data MSSGデータを使用する場合T

fl_file 気象計算による出力ファイルのパス（fl） 運動量の東西成分

fp_file 気象計算による出力ファイルのパス（fp） 運動量の南北成分

fr_file 気象計算による出力ファイルのパス（fr） 運動量の鉛直成分

psa_file 気象計算による出力ファイルのパス（psa） 圧力

roa_file 気象計算による出力ファイルのパス（roa） 大気密度

rqv_file 気象計算による出力ファイルのパス（rqv） 水蒸気量

rqc_file 気象計算による出力ファイルのパス（rqc） 雲水量

topo_file 気象計算の標高データ

center_lam 気象計算の計算領域中心位置（経度[°]）

center_phi 気象計算の計算領域中心位置（緯度[°]）

nxc 気象計算の計算領域格子数（経度方向）

nyc 気象計算の計算領域格子数（緯度方向）

nrc 気象計算の鉛直格子数 namelist.rcを参照

dlon 気象計算の水平解像度（経度方向）

dlat 気象計算の水平解像度（緯度方向）

use_vlpr fl,fp,frの代わりにvl,vp,vrを用いる場合T Tとした場合，運動量の代わりに速度を使用

zstr_axis zs_w 気象計算の鉛直座標 namelist.rcを参照

center_lam 建物解像気象計算の中心位置（経度）

center_phi 建物解像気象計算の中心位置（緯度）

halo ハロサイズ

spg_max スポンジの最大値

dim_size MPIプロセス分割数

nx 建物解像気象計算の水平格子数（経度方向）

ny 建物解像気象計算の水平格子数（緯度方向）

nz 建物解像気象計算の鉛直格子数

nz_uni 等間隔格子を使用する鉛直格子数

dxy 建物解像気象計算の水平格子間隔

dz 建物解像気象計算の鉛直格子間隔

ntimes
建物解像気象計算の開始時刻に相当する
気象計算出力の開始ステップ数

ntime
建物解像気象計算の終了時刻に相当する
気象計算出力の終了ステップ数

date ntimesの日時 建物解像気象計算の開始時刻

intv ntimesからntimeの時間間隔 気象計算の出力間隔（atmos.nmlst参照）

z_axis zs_w 建物解像気象計算に使用する鉛直格子の可変格子部分

geo_control

MkInpで使用した値を参照

nz_uniまで鉛直格子幅dzの等間隔格子とし，そ
れよりも高い点ではzs_wで指定した不等間隔
格子を使用する。nz_uni=-999とした場合，鉛
直格子幅はすべてdz。

MkInpで使用した値を参照

気象計算の出力のうち，建物解像気象計算に
使用する時間帯のデータをステップ数で指定
する。

file

mssg_data_condition

mkall_lvを参照

気象計算の出力ctlファイルを参照

nmlst_for_MSSG
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付属書E surf_intp の変数 

 

MSSG建物解像気象計算のネスト計算において，親モデルのリスタートファイルから子モ

デルの面素データの初期値を作成するプログラム「surf_intp」で主に使用する変数を表 E.1

に示す。 

 

 

表 E.1  surf_intpで使用する主な変数 

 
 

 

以上 

変数 内容 備考

air_temp 気温[K}
計算開始時刻における最寄りの気象台の観
測気温

wall_temp 壁の温度[K] 最寄りの気象台の日平均気温

grtm_tmp 地中温度[K] 親モデルのnmlst_rnmsrfを参照

nsurf 親モデルの面素の総数

nl 親モデルの水平格子数（経度方向）

np 親モデルの水平格子数（緯度方向）

nr 親モデルの鉛直格子数

dim1 親モデルのMPIプロセス数（経度方向）

dim2 親モデルのMPIプロセス数（緯度方向）

nxdum 親モデルのダミーセルの数（経度方向）

nydum 親モデルのダミーセルの数（緯度方向）

dx 親モデルの水平解像度（経度方向）[m]

dy 親モデルの水平解像度（緯度方向）[m]

dz 親モデルの鉛直解像度[m]

dir_s2srad 親モデル用のMkInpで作成したPoolディレクトリのパス

inpdir 親モデルにより作成されたリスタートデータディレクトリのパス

nsurf_f 子モデルの面素の総数 子モデルのnmlst_rnmsrfを参照

nl_f 子モデルの水平格子数（経度方向）

np_f 子モデルの水平格子数（緯度方向）

nr_f 子モデルの鉛直格子数

dim1_f 子モデルのMPIプロセス数（経度方向）

dim2_f 子モデルのMPIプロセス数（緯度方向）

nxdum_f 子モデルのダミーセルの数（経度方向）

nydum_f 子モデルのダミーセルの数（緯度方向）

dx_f 子モデルの水平解像度（経度方向）[m]

dy_f 子モデルの水平解像度（緯度方向）[m]

dz_f 子モデルの鉛直解像度[m]

dir_s2srad_f 子モデル用のMkInpで作成したPoolディレクトリのパス

親モデル用のMkInpで使用した値を参照

子モデル用のMkInpで使用した値を参照


