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�revision : 2019-08-30

7. データセット概要

7.1 序論

「統合的気候モデル高度化研究プログラム」（以下「統合プログラム」）は全ての気候変動対策の基盤とな
る気候モデルの開発等を通じ、気候変動メカニズムを解明するとともに、気候変動予測情報を創出すること
を主たる目的として文部科学省により2017～2021年度の5ヶ年の計画で実施されている事業である。

この統合プログラムでは4つの研究領域で構成されている。そのうち領域テーマAではこれまでのプログラム
で開発されてきた全球気候モデルを用いて最新の第6次CMIP（CMIP6）に積極的に参画するとともに、独自の
気候モデルシミュレーションを多数実施することで、近未来の適応・緩和策を策定する上で必要な予測情報
を創出することを目的の1つとしている。また、領域テーマBでは、この全球気候モデルにさらに生物・化学
過程を導入した気候モデル「地球システムモデル」(ESM)を用いてCO2排出量のより精緻な見積りを目指して
いる。

本データセットはこの統合プログラムにおいて、我が国で開発された全球気候モデル、地球システムモデル
を用いて行ったCMIP6向けの様々なシミュレーション結果データのうち、NICAM16-9SによるHighResMIPの結果
である。

本研究は、（独）環境再生保全機構の環境研究総合推進費（JPMEERF20172R01）、文部科学省の気候モデル高
度化総合研究プログラム（TOUGOU）（JPMXD0717935457）、「FLAGSHIP2020」プロジェクトの重点課題4、お
よび「富岳」成果創出加速プログラム（防災・減災に資する新時代の大アンサンブル気象・大気環境予測）
の支援を受けた。

CMIP6データはすべてESGF（Earth System Grid Federation）によって収集・管理・公開されており、DIASも
ESGFの1ノードとして機能している。本データセットを含めたすべての公開データセットはESGFから入手可能
である。本データセットを含むこれらのデータセットの利用についてはCMIP6 Guidance for Data Users（下
記リンク）を参照されたい。

7.2 トピックカテゴリ(ISO19139)

�climatologyMeteorologyAtmosphere

7.3 時間情報

開始日 1950-01-01

終了日 2015-01-01

7.4 地理的範囲

北限緯度 90

西限経度 -180

東限経度 180

南限緯度 -90

7.5 グリッド

7.6 地理情報を識別する名称
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7.7 キーワード

7.7.1 データセットに関連するキーワード

キーワードタイプ キーワード シソーラス名

theme Climate GEOSS

7.7.2 プロジェクトに関連するキーワード

7.8 データセットに関するオンライン情報

�DOIページ、引用情報 : https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1036

�統合プログラム Webサイト : http://www.jamstec.go.jp/tougou/program/index.html

�CMIP6プロジェクトWebサイト : https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6

�CMIP6 利用規約 : https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/TermsOfUse

�CMIP6データ利用者向けガイダンス : https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/Guide/dataUsers.html

�MIPの説明 : https://search.es-doc.org/

�モデルの情報 : https://explore.es-doc.org/cmip6/models/miroc/nicam16-9s

�ESGF検索システム、物理量検索（独DKRZサイト） : http://esgf-data.dkrz.de/search/cmip6-dkrz

�ESGF検索システム、物理量検索（米LLNLサイト） : http://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6

�エラー情報 : https://errata.es-doc.org/

7.9 データ周辺情報

7.10 データ配布情報

配布識別名 配布バージョン 配布に関する説明

netCDF classic CF Convention

8. 系譜情報

9. 品質等

10. ライセンス

10.1 データ提供者によるデータ利用規約

このデータセットはCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
でライセンスされています。

https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1036
http://www.jamstec.go.jp/tougou/program/index.html
https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6
https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/TermsOfUse
https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/Guide/dataUsers.html
https://search.es-doc.org/
https://explore.es-doc.org/cmip6/models/miroc/nicam16-9s
http://esgf-data.dkrz.de/search/cmip6-dkrz
http://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6
https://errata.es-doc.org/
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データ利用に関する詳細は「データユーザー向けCMIP6ガイド」（英語のみ）をご覧ください。

https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/Guide/dataUsers.html

10.2 プロジェクトによるデータ利用規約

11. 謝辞の記載方法

11.1 データ提供者の指定による謝辞の記載方法

データ利用時の引用形式：

Kodama, Chihiro; Ohno, Tomoki; Seiki, Tatsuya; Yashiro, Hisashi; Noda, Akira T.; Nakano, Masuo;
Yamada, Yohei; Roh, Woosub; Satoh, Masaki; Nitta, Tomoko; Goto, Daisuke; Miura, Hiroaki; Nasuno,
Tomoe; Miyakawa, Tomoki; Chen, Ying-Wen; Sugi, Masato (2019). MIROC NICAM16-9S model output prepared
for CMIP6 HighResMIP. Version YYYYMMDD[1].Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/
ESGF/CMIP6.1036

[1] Please use the latest dataset version or if not available the latest data download date as
version in your data citation.

謝辞については、CMIP6 Terms of Useを参照してください。

11.2 プロジェクトの指定による謝辞の記載方法

12. 免責事項

12.1 プロジェクト免責事項

13. 参考文献
The Non-hydrostatic Icosahedral Atmospheric Model: description and development. Satoh, Masaki;
Tomita, Hirofumi; Yashiro, Hisashi; Miura, Hiroaki; Kodama, Chihiro; Seiki, Tatsuya; Noda, Akira
T; Yamada, Yohei; Goto, Daisuke; Sawada, Masahiro; Miyoshi, Takemasa; Niwa, Yosuke; Hara, Masayuki;
Ohno, Tomoki; Iga, Shin-ichi; Arakawa, Takashi; Inoue, Takahiro; Kubokawa, Hiroyasu. DOI:10.1186/
s40645-014-0018-1

The non-hydrostatic global atmospheric model for CMIP6 HighResMIP simulations (NICAM16-S):
Experimental design, model description, and sensitivity experiments. Kodama, Chihiro; Ohno, Tomoki;
Seiki, Tatsuya; Yashiro, Hisashi; Noda, Akita T.; Nakano, Masuo; Yamada, Yohei; Roh, Woosub; Satoh,
Masaki; Nitta, Tomoko; Goto, Daisuke; Miura, Hiroaki; Nasuno, Tomoe; Miyakawa, Tomoki; Chen, Ying-
Wen; Sugi, Masato. DOI:10.5194/gmd-2019-369
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