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Climateȱ modelsȱ areȱ usedȱ inȱ variousȱ fields,ȱ forȱ example,ȱ toȱ studyȱ theȱ mechanismsȱ ofȱ theȱ

modernȱclimateȱandȱitsȱinterannualȱvariability,ȱtoȱmakeȱclimateȱprojectionsȱforȱtheȱnearȱfutureȱandȱ
forȱ hundredsȱ ofȱ yearsȱ toȱ come,ȱ andȱ toȱ conductȱ paleoclimateȱ simulations.ȱ Asȱ ourȱ knowledgeȱ ofȱ
climateȱ processesȱ hasȱ grownȱ overȱ theȱ pastȱ fewȱ decades,ȱ theȱ complexityȱ ofȱ climateȱ modelsȱ hasȱ
increased,ȱ andȱ additionalȱ physicsȱ hasȱ beenȱ incorporatedȱ intoȱ them.ȱ Inȱ additionȱ toȱ atmosphericȱ
chemicalȱprocessesȱsuchȱasȱthoseȱrelatedȱtoȱaerosolsȱandȱozone,ȱfeedbackȱprocessesȱbetweenȱtheȱ
carbonȱ cycleȱ andȱ climateȱ changeȱ haveȱ nowȱ beenȱ incorporatedȱ intoȱ aȱ climateȱ model,ȱ calledȱ theȱ
EarthȱSystemȱModelȱ(ESM).ȱ ȱ
ȱ

TheȱMeteorologicalȱResearchȱInstituteȱ(MRI)ȱofȱJapanȱhasȱbeenȱdevelopingȱmodelsȱforȱmanyȱ

years,ȱbeginningȱwithȱanȱatmosphericȱgeneralȱcirculationȱmodelȱ(AGCM)ȱdevelopedȱinȱtheȱ1980s.ȱ
Inȱ theȱ 1990s,ȱ weȱ developedȱ aȱ globalȱ atmosphere–oceanȱ coupledȱ climateȱ modelȱ (MRIȬCGCM1)ȱ
andȱ performedȱ climateȱ projectionȱ experimentsȱ underȱ anȱ idealizedȱ globalȱ warmingȱ scenario.ȱ Inȱ
theȱearlyȱ2000s,ȱaȱnewȱversionȱofȱthisȱCGCMȱ(MRIȬCGCM2)ȱwasȱdevelopedȱbyȱincorporatingȱtheȱ
spectralȱdynamicalȱframeworkȱofȱtheȱJapanȱMeteorologicalȱAgencyȱoperationalȱmodel.ȱAȱrevisedȱ
versionȱ ofȱ thisȱ modelȱ (MRIȬCGCM2.3)ȱ wasȱ usedȱ inȱ theȱ 3rdȱ phaseȱ ofȱ theȱ Coupledȱ Modelingȱ
Intercomparisonȱ Project,ȱ theȱ resultsȱ ofȱ whichȱ contributedȱ toȱ theȱ 4thȱ Assessmentȱ Reportȱ ofȱ theȱ
IntergovernmentalȱPanelȱonȱClimateȱChange.ȱGlobalȱclimateȱchangeȱprojectionȱdataȱproducedȱbyȱ
MRIȱ CGCMsȱ haveȱ alsoȱ beenȱ usedȱ toȱ deriveȱ theȱ lateralȱ boundaryȱ conditionsȱ forȱ MRIȱ regionalȱ
climateȱmodels.ȱ
ȱ

Theȱ firstȱ versionȱ ofȱ theȱ MRIȱ Earthȱ Systemȱ Modelȱ (MRIȬESM1)ȱ hasȱ nowȱ beenȱ developed.ȱ

Thisȱmodelȱenablesȱusȱtoȱrepresentȱbothȱtheȱclimateȱsystemȱandȱterrestrialȱandȱoceanicȱmaterialȱ
transport,ȱ asȱ wellȱ asȱ theirȱ interaction.ȱ MRIȬESM1ȱ isȱ theȱ baseȱ modelȱ forȱ theȱ fifthȱ phaseȱ ofȱ theȱ
Coupledȱ Modelingȱ Intercomparisonȱ Projectȱ (CMIP5).ȱ Itȱ isȱ myȱ greatȱ pleasureȱ toȱ announceȱ theȱ
completionȱofȱMRIȬESM1ȱandȱtheȱpublicationȱofȱthisȱtechnicalȱreportȱdescribingȱtheȱmodel.ȱMRIȬ
ESM1ȱwasȱdevelopedȱatȱMRIȱunderȱtheȱspecialȱresearchȱprogramȱ“ComprehensiveȱProjectionȱofȱ
Climateȱ Changeȱ aroundȱ Japanȱ dueȱ toȱ Globalȱ Warmingȱ (FY2005–FY2009).Ȉȱ Itsȱ developmentȱ wasȱ
madeȱ possibleȱ byȱ theȱ collaborationȱ ofȱ participatingȱ scientistsȱ fromȱ severalȱ researchȱ laboratoriesȱ
andȱdepartmentsȱofȱtheȱMRI.ȱIȱwouldȱlikeȱtoȱexpressȱhereȱmyȱdeepȱgratitudeȱforȱtheȱhugeȱeffortsȱ
putȱforthȱbyȱallȱofȱthoseȱwhoȱparticipatedȱinȱtheȱdevelopmentȱofȱtheȱmodelȱandȱtheȱcooperationȱ
displayedȱamongȱthem.ȱIȱexpectȱthatȱthisȱmodelȱwillȱproduceȱmanyȱimportantȱscientificȱresults.ȱ
AkioȱKitohȱ
Directorȱ
ClimateȱResearchȱDepartmentȱ
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序
将来の気候変動予測を行う道具である気候モデルは地球システムモデルへと発展を遂げ、現在
の気候の再現と気候変動のメカニズム研究、温暖化予測さらには古気候研究など幅広い分野で用
いられている。この 20 年間に、気候変動のメカニズム研究や気候予測に使われる気候モデルは、
大気大循環のみのモデルから、海洋混合層を付加したモデル、大気海洋結合大循環モデル、植生
モデルやエーロゾルモデル・大気化学モデルの付加、炭素循環モデルとの結合などがあり、今で
は地球システムモデルへと大いに発展してきた。最近では、エーロゾルが放射・雲・降水過程に
及ぼす直接効果・間接効果を導入し、オゾンをはじめとした大気化学プロセスがオンラインで同
時計算できるモデルが登場している。さらに温室効果ガスの排出シナリオを与え、海洋による二
酸化炭素の吸収や陸上植生との炭素交換過程を計算し、大気中の二酸化炭素濃度の変化とそれに
よる気温・降水量変化から炭素交換過程へのフィードバックが見積もられるようになってきてい
る。
気象研究所では、これまで長期にわたって全球気候モデルの開発を行ってきた。1980 年代に
は大気大循環モデルを開発し大気モデリング相互比較実験には当初から参加してきた。1990 年
代にはいると、大気大循環モデルに全球海洋大循環モデルを結合した全球大気海洋結合モデル
MRI-CGCM1 を開発し、温暖化予測実験を行った。その後、2000 年代初頭には、それまでの格
子モデルから、新たに気象庁現業モデルを基に開発したスペクトル大気大循環モデルを導入し、
全球大気海洋結合モデル MRI-CGCM2 を開発し、温室効果気体と硫酸エーロゾルの直接効果の
シナリオ実験を行った。その MRI-CGCM2 にいくつかの改良が加えられた MRI-CGCM2.3 では、
第３期気候モデル比較プロジェクト CMIP3 に参加し、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第
４次評価報告書に貢献してきた。これら各世代の全球気候モデルによる気候変化予測の結果は、
気象研究所における地域気候モデルによるダウンスケーリングにも用いられ、日本付近の気候変
化予測に役立ってきた。
これらの歴史を背景に、気象研究所では気象庁気候変動予測研究費による特別研究「温暖化に
よる日本付近の詳細な気候変化予測に関する研究」（平成 17 年度〜平成 21 年度）を立ち上げ、
その副課題として「温暖化予測地球システムモデルの開発」を、気候研究部、環境・応用気象研
究部、海洋研究部の担当者により行ってきた。ここに気象研究所地球システムモデル MRIESM1 の完成を迎え、モデルの解説を気象研究所技術報告として出版できることは大いなる喜び
である。地球システムモデル開発は、多くのコンポーネントモデルを一つの目的のためにたばね
る共同作業である。モデル開発関係者の多大な努力と協力に深く感謝の意を表する。今後、温暖
化予測実験に留まらず、このモデルを用いた数多くの成果が出てくることを期待する。


気候研究部長
鬼頭昭雄
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Abstractȱ
Theȱ Meteorologicalȱ Researchȱ Instituteȱ (MRI)ȱ ofȱ Japanȱ developedȱ theȱ Earthȱ Systemȱ Modelȱ
MRIȬESM1ȱtoȱenableȱusȱtoȱsimulateȱbothȱtheȱclimateȱsystemȱandȱglobalȱmaterialȱtransport,ȱalongȱ
withȱ theirȱ interaction.ȱ Itsȱ coreȱ component,ȱ theȱatmosphere–oceanȱcoupledȱ globalȱclimateȱ modelȱ
MRIȬCGCM3,ȱrepresentsȱaȱsubstantialȱadvanceȱfromȱtheȱpreviousȱmodel,ȱMRIȬCGCM2.3,ȱwhichȱ
madeȱimportantȱcontributionsȱtoȱtheȱfourthȱassessmentȱreportȱofȱtheȱIntergovernmentalȱPanelȱonȱ
Climateȱ Change.ȱ Theȱ globalȱ atmosphericȱ modelȱ MRIȬAGCM3,ȱ usedȱ asȱ theȱ atmosphericȱ
componentȱ ofȱ MRIȬCGCM3,ȱ incorporatesȱ variousȱ newȱ physicalȱ parameterizations,ȱ includingȱ aȱ
cumulusȱconvectionȱscheme,ȱaȱhighȬaccuracyȱradiationȱscheme,ȱaȱtwoȬmomentȱbulkȱcloudȱmodelȱ
thatȱexplicitlyȱrepresentsȱaerosolȱeffectsȱonȱclouds,ȱandȱaȱnew,ȱsophisticatedȱlandȬsurfaceȱmodel,ȱ
intoȱtheȱdynamicsȱframeworkȱbyȱaȱconservativeȱsemiȬLagrangeȱmethod.ȱMRI.COM3,ȱalsoȱnewlyȱ
developedȱatȱMRI,ȱisȱusedȱforȱtheȱglobalȱoceanȬiceȱcomponentȱofȱMRIȬCGCM3.ȱWeȱadoptedȱforȱ
MRI.COM3ȱ aȱ tripolarȱ gridȱ coordinateȱ system,ȱ inȱ whichȱ theȱ Northȱ Poleȱ isȱ notȱ aȱ singularȱ point,ȱ
becauseȱMRI.COM3ȱsupportsȱgeneralȱorthogonalȱcurvilinearȱcoordinates.ȱTheȱseaȬiceȱmodelȱhasȱ
alsoȱ beenȱ updated;ȱ itȱ nowȱ representsȱ theȱ subȬgridȱ iceȬthicknessȱ distributionȱ byȱ thicknessȱ
categories,ȱandȱincorporatesȱiceȱrheologyȱdynamicsȱinȱadditionȱtoȱdetailedȱthermodynamics.ȱTheȱ
MASINGARȱ mkȬ2ȱ aerosolȱ modelȱ takesȱ intoȱ accountȱ fiveȱ kindsȱ ofȱ atmosphericȱ aerosols,ȱ sulfate,ȱ
blackȱ andȱ organicȱ carbon,ȱ mineralȱ dust,ȱ andȱ seaȱ salt.ȱ Theȱ MRIȬCCM2ȱ atmosphericȱ chemistryȱ
climateȱmodelȱ(ozoneȱmodel)ȱisȱusedȱtoȱtreatȱchemicalȱreactionsȱandȱtheȱtransportȱofȱatmosphericȱ
speciesȱassociatedȱwithȱbothȱtroposphericȱandȱstratosphericȱozone.ȱToȱrepresentȱtheȱglobalȱcarbonȱ
cycle,ȱ terrestrialȱ ecosystemȱ carbonȱ cycleȱ andȱ oceanȱ biogeochemicalȱ carbonȱ cycleȱ processesȱ areȱ
incorporatedȱ intoȱ theȱ landȬsurfaceȱ modelȱ andȱ theȱ oceanȱ model,ȱ respectively.ȱ Theȱ Scupȱ couplerȱ
developedȱ atȱ MRIȱ isȱ usedȱ toȱ integrateȱ eachȱ componentȱ model,ȱ theȱ atmospheric,ȱ ocean,ȱ aerosol,ȱ
andȱ ozoneȱ models,ȱ intoȱ MRIȬESM1.ȱ Thisȱ flexibleȱ couplerȱ canȱ coupleȱ modelsȱ withȱ differentȱ
resolutionsȱandȱgridȱcoordinatesȱwithȱvariableȱcouplingȱintervals.ȱThisȱadvantageȱnotȱonlyȱleadsȱ
toȱ efficientȱ executionȱ ofȱ theȱ earthȱ systemȱ modelȱ butȱ alsoȱ allowsȱ theȱ efficientȱ andȱ independentȱ
developmentȱofȱtheȱcomponentȱmodels.ȱ
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要旨

気象研究所において、気候システムと地球全体の物質循環、およびそれらの間の相互作用を再
現する地球システムモデルが開発された。その中核となるコンポーネントである大気海洋結合全
球気候モデル /4+%)%/ は、気候変動に関する政府間パネル（+2%%）の第４次評価報告書に大き
く貢献した以前のモデル /4+%)%/ からも大きく進歩した。/4+%)%/ の大気部分としては、
全球大気モデル /4+#)%/ が用いられており、積雲対流スキーム、高精度な放射スキーム、エー
ロゾルの雲への影響を陽に表現する２モーメントバルク雲モデル、さらに、新しく精緻な陸面モ
デルなど、種々の新しい物理過程パラメタリゼーションが、セミ・ラグランジュ法による力学フ
レームに組み込まれている。/4+%)%/ の海洋・海氷部分として、これも新しく気象研究所で開
発された /4+%1/ が用いられている。/4+%1/ では一般直交曲線座標をサポートしているため、
ここでは北極が特異点にならない３極座標系を採用している。海氷モデルも新しくなり、詳細な
熱力学過程に加え、格子内の氷厚分布をカテゴリーで表現し、また氷の粘塑性体力学も取り入れ
ている。エーロゾルモデルの /#5+0)#4OM は、硫酸、黒色炭素、有機炭素、鉱物ダスト、およ
び海塩の５種類の大気エーロゾルを扱っている。大気化学気候モデル（オゾンモデル）である
/4+%%/ は、成層圏および対流圏オゾンに関連する大気化学種の反応および輸送を扱うために
用いられている。全球の炭素循環を表現するため、陸域炭素循環および海洋生物地球化学炭素循
環過程が、それぞれ陸面モデルおよび海洋モデルに組み込まれている。カップラー5EWR は気象
研究所で開発され、大気、海洋、エーロゾル、およびオゾンの各コンポーネントモデルを統合し
て /4+'5/ として構成するために用いられている。この柔軟性のあるカップラーは異なる解像
度、格子座標を様々な結合間隔で結合することを可能にしている。このような特長は、地球シス
テムモデルの効率的な実行を可能にするだけでなく、コンポーネントモデルを効率的に独立して
開発することをも可能にしている。
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