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1 はじめに 

ADMERは，独立行政法人 産業技術総合研究所で開発された，化学物質の大気環境濃度推定及び曝露評

価を行うモデルと一連のシステムであり，以下の機能を備えています。 

 

・ 気象データの作成・確認 

・ 化学物質排出量データの作成・確認 

・ 化学物質大気中濃度及び沈着量の計算 

・ 曝露人口の推計 

・ 計算結果図化 

・ 計算結果ヒストグラム表示 

 

このモデルでは，関東，関西地域といったような比較的広域での長期平均的な濃度分布の推定を目的としてお

り，5×5km の空間分解能と６つの時間帯でかつ１ヶ月平均の曝露評価が可能です。また Version2からは，さらに

詳細な解析を実行できるサブグリッド計算機能が付加され，Version2.5 では，このサブグリッド計算機能が，より実

用的となるように変更が行われました。 

このモデルを用いることにより，シミュレーションモデルの専門家だけでなく，リスク評価に携わる研究者や評価

者，さらに国や自治体などの行政担当者や企業においても広域の時空間濃度分布の推定が可能となり，化学物質

のリスク評価，特に時空間分布を考慮したリスク評価が進展することが期待されます。 

モデルを用いた化学物質の大気環境濃度推定及び曝露評価を行うためには，気象データの作成，対象物質の

排出量データの作成，計算パラメータの設定など様々な準備を行う必要があります。 

ADMERは上記の計算準備と計算及び結果解析を出来るだけ簡単な操作で実行できるように開発されました。 

 

                                                   

 
 正式名称：産総研－曝露・リスク評価大気拡散モデル (AIST-ADMER)，National Institute of Advanced Industrial 

Science and Technology - Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk Assessment 
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2 ADMERの動作環境とインストール，アンインストール 

 ADMERの動作環境は以下の通りとなっています。 

表 2-1 ADMER動作環境 

項目 内容 

CPU Pentium4 以上推奨 

（計算処理に並列処理が実装されたため，マルチコア CPUでは，計算速度が

向上します） 

メモリ 1GB以上推奨 

ハードディスク空き容量（イン

ストールドライブ） (注 1) 

3GB以上推奨(最低 1GB以上) 

ハードディスク空き容量（デ

ータ保存用ドライブ） 

5GB以上推奨(最低 1GB以上) 

OS(注 2) Windows2000SP2以上，WindowsXP，Windows Vista 

モニタ色数・解像度 256色以上，1024×768ピクセル以上推奨 

（最低 800×600ピクセル以上） 

その他 KMZ ファイル出力機能により出力される KMZ ファイルを閲覧するには

GoogleEarthをインストールする必要があります。 

http://earth.google.com/intl/ja/ 

 

（注１)ハードディスク空き容量には特に注意してください。ADMER をインストールするだけで 200MB 程度(サンプル

データ含む)必要となります。また，気象データ作成の際，一時的に ADMER インストールフォルダに非常に大きなフ

ァイルを作成することがありますので，容量に余裕のあるドライブにインストールしてください。 

さらに新規計算範囲の作成，気象データの作成，計算，関連データのダウンロードを行うと更にハードディスク容量が

必要となりますので，十分な空き容量があることを確認してください。 

(注 2）Windows98，Meなどでは，動作を確認しておりません。 

 

http://earth.google.com/intl/ja/
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2.1 ADMERのインストール 

 Administrator権限をもつユーザーで，ADMER(Ver)-INST.EXE(Ver はバージョン番号)を実行してください。

インストーラが起動しますのでインストーラの指示に従いインストール作業を行なってください。 

Version1.52，Version2.0.2など旧バージョンの ADMERと Version2.5は共存可能です。Version2.5のインス

トールの際に，旧バージョンをアンインストールする必要はありません。ただし，共存させる場合，必ず異なるフォル

ダにインストールするようにしてください。詳細は 2.2 ADMERのバージョンアップを参照してください。 

 また，Windows Vistaに ADMERをインストールする場合，下記の注意事項をご覧ください。 

 

 途中，ライセンスに関する同意を行なっていただく必要があります。 記載事項に同意していただける場合のみイ

ンストールが可能となっています。 

 なお，ライセンスについては，巻末にも掲載していますのでご確認ください。 

 

Windows Vistaにインストールする場合の注意 

WindowsVista 上で C:￥Program Files 以下にインストールし，一般ユーザーで使用すると，UAC(User 

Account Control)機能により,例えば以下のような不具合が生じる可能性があります。 

 

・ ADMER で排出量データを作成したが，インストールディレクトリ以下のプロジェクトディレクトリ内のデータが

更新されていない。 

 

・ ADMER 上でデータを削除しようとするとエラーが発生する。または削除しても，次回起動時には復活してい

る。 

 

これらの問題が起きるのを避けるため，インストール時または，実行時に以下の 2 種類のどちらかの対策をとる事

をお勧めします。 

 

・ 対策 1. C:￥Program Files以下にインストールしない。C:￥ADMER2.5などを指定してインストールを行い

ます。ADMERのインストーラは，標準でC:￥ADMER2.5にADMER Version2.5をインストールしようとしま

す。このフォルダは UACでコントロールされておりませんので問題なく動作可能です。 

 

・ 対策 2．C: \Program Files以下にインストールした場合，ADMERを常に管理者として実行するようにしてく

ださい。 

ADMERインストール後，デスクトップなどにあるADMERのアイコンを右クリックしてプロパティを開き，互換

性タブを表示します。互換性タブの下部にある“管理者としてこのプログラムを実行する”をチェックしてくださ

い。チェックできない場合，さらにその下にある“すべてのユーザーの設定を表示”を行ってから，“管理者とし

てこのプログラムを実行する”をチェックしてください。 
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2.2 ADMERのバージョンアップ 

既に ADMER をお使いの方は，ご利用中のバージョンに応じて，以下の事項に注意してインストールしてくださ

い。 

 

ADMER Version2.0 より古いバージョン(Version1.5.2など)を利用中の方 

インストーラの指示に従い、ADMER Version2.5 をインストールしてください。 ADMER Version2.5は以前の

バージョンの ADMER と共存できます。インストールの際は，必ず以前のバージョンの ADMER と異なるディレクト

リにインストールするようにしてください。 

 

また，ADMER Version2.0以降(Ver.2.5を含みます)からは，様々なデータのフォーマットが変更されています。

このため，以前のADMER(Version1.5など)で作成したデータはVersion2.5で扱うことは出来ませんのでご注意く

ださい。 プロジェクトディレクトリの変更で，以前の ADMER のプロジェクトディレクトリを指定することも避けてくださ

い。 

 

ADMER Version2.0.xを利用中の方 

インストーラの指示に従い、ADMER Version2.5 をインストールしてください。  ADMER Version2.5 は

ADMER Version2.0.x と共存できます。ただし，インストールの際は，必ず ADMER Version2.0.x と異なるディレ

クトリにインストールするようにしてください。 

 

なお，ADMER Version2.5では，サブグリッド定義方法が変更されたため Version2.0.xで作成したデータをそ

のまま読み込むことはできません。 

 

2.4.2 以前のバージョンとの互換性も参照してください。 
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2.3 ADMERのアンインストール 

 “コントロールパネル”の“アプリケーションの追加と削除”を利用してアンインストールしてください。 

 

(注 1)アンインストールするとインストールフォルダ(例：C:￥ADMER2.5.0)以下のプロジェクトディレクトリ

は削除されます。 作成したグリッド排出量データ，気象データ，計算結果などをインストールフォルダ以

下の Project 内に格納している場合，アンインストールを行うと削除されてしまいます。これらを保存して

おきたい場合は，Projectフォルダを別場所にコピーするなどしてください。 

(注 2) アンインストール後，インストールフォルダとその下の一部のフォルダが残りますので、手動で削除

してください。 
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2.4 ADMER Version2.5について 

ADMER Version2.5は，Version2.0.2から以下の点が変更および機能追加されています。 

Version2.5.Xなどのマイナーアップデート項目については，ADMERウェブサイトをご覧ください。 

 

2.4.1 主な機能追加および変更点 

ADMER Ver.2.5 では，既存機能の修正以外にも，新規機能が数多く追加されました。主な追加機能および変

更点は以下のようになっています。 

 

1. 計算機能の向上 

(1) サブグリッドグループの導入 

Ver.2.0.2 までは，サブグリッド計算を行う場合，ADMER グリッドを１つずつサブグリッド計算対象として登

録する必要がありました。 

Ver.2.5からは，複数のADMERグリッドをまとめて(サブグリッドグループ)，サブグリッド計算対象として登録

できるようになりました。 

サブグリッドグループは，M×N 個の ADMER グリッドをグループ化したもので，サブグリッド排出量の作成

やサブグリッド計算を，このサブグリッドグループ単位で行うことになります。サブグリッドグループの導入によ

り，複数の ADMERグリッドを 1度にサブグリッド計算可能となりました。 

 

(2) 拡散計算の並列処理の実装  

拡散計算に並列処理を実装し，処理の高速化を図りました。デュアルコアなど複数の CPU を搭載した PC

において，拡散計算が高速化されます。 

 

2. 表示機能の向上 

(1) 階級値登録機能の改良 

Ver.2.0 で実装された階級値登録機能を改良しました。分布図やヒストグラムなどの階級値設定画面におい

て，現在の表示に利用中の階級値設定に名前を付けて登録できるようになりました。 

 

(2) 分布図表示階級色の選択機能 

これまで，排出量や大気中濃度などの各分布図表示の階級色は変更不可能でした。Ver.2.5 から，複数の

カラーテーブルから選択可能となりました。 

 

(3) GoogleEarthでの結果閲覧 

ADMERには，地図表示機能が実装されていますが，この表示内容を GoogleEarthで表示可能な KMZ

形式で出力する機能が実装されました。 

 

3. データとプログラムの自動アップデート 

(1) アメダスデータダウンロード機能  

これまで ADMER用気象データの作成には，アメダス観測年報 CD-ROMが必要でした。 

Ver.2.5から，ADMER気象データ作成に必要なデータのみを専用フォーマットで提供し，ADMER上から

ネットワーク経由でダウンロード可能としました。 

これにより，アメダス観測年報をお持ちでない方でも，ADMER用気象データが作成可能となりました。 
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また，データおよびプログラムの最適化により，気象データ作成速度も向上しました。 

 

(2) グリッド排出量データソースダウンロード機能 

グリッド排出量データソースのダウンロード機能が付加されました。 

グリッド排出量データソースは，各物質について適切な指標データ，排出量データを利用してあらかじめ作

成されたグリッド排出量データであり，より適切な排出量データを簡単に作成することが可能となります。 

グリッド排出量データソースは，今後，適宜追加されていく予定です。 

 

(3) ADMERプログラムアップデート機能 

ADMER 上から，バージョンアップを実行できる機能を実装されました。これにより，簡単な操作で最新版の

ADMERにアップデート可能になりました。 

 

4. 変更点 

(1) 測地系の変更  

これまで，ADMER上で利用する緯度経度は，日本測地系の値を利用していましたが，Ver.2.5からは世界

測地系の値を利用するように変更されました。 

このため，同じ緯度経度でも，Ver.2.5 の計算範囲とそれ以前の計算範囲の実際の地図上の位置は，若干

異なることにご注意ください。 

 

2.4.2 以前のバージョンとの互換性 

ADMER Ver.2.5 では，サブグリッド定義方法が変更されたため，一部のデータを除き，以前のバージョンとの

データ互換性はありません。 

このため，プロジェクトディレクトリの変更で，以前のバージョンのプロジェクトディレクトリを指定しないようにしてく

ださい。ADMER Ver.2.5の動作が不安定になり，以前の計算結果がおかしくなる可能性があります。 

また，ADMER Ver.2.5のプロジェクトディレクトリを，以前のADMERで指定することも行わないようにしてくださ

い。 

 

以下の表に，Ver.2.0.x の気象データ，ADMER グリッド排出量データ，サブグリッド排出量データが，Ver.2.5

において利用可能かどうかを示しました。 

表 2-2 ADMER Ver.2.5のデータ登録機能で利用可能なデータ 

データ名称 利用の可否 

ADMER Ver.2.0.x で作成した気象デ

ータ 

可能。 

ただし，その気象データの計算範囲と登録先計算範囲の大きさ(緯度

経度)が同じでなければならない。 

ただし，Ver2.0.2 の計算範囲は日本測地系の値のため，Ver.2.5 の

計算範囲とは若干の差異が生じます。 

ADMER Ver.2.0.x で作成したグリッド

排出量データ 

可能。 

ただし，そのグリッド排出量データの計算範囲と登録先計算範囲の大

きさ(緯度経度)が同じでなければならない。 

ただし，Ver2.0.2 の計算範囲は日本測地系の値のため，Ver.2.5 の

計算範囲とは若干の差異が生じます。 

ADMER Ver.2.0.x で作成したサブグリ 不可能 
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ッド排出量データ 

これまでにリリースされた ADMERのバージョン情報です。 

表 2-3 ADMER のバージョン履歴 

バージョン 日付 備考 

2.0.2 2007/9/26 Ver.2.0.1のバグ修正バージョン 

2.0.1 2007/6/15 WindowsVistaに対応。いくつかのバグを修正。 

2.0.0 2007/1/11 サブグリッド計算機能を追加。より高度な図化機能，データダウンロード機能，新た

な計算結果集計機能を追加。 

1.5.2 2006/3/9 Ver.1.5.1に 2004年日射量データ追加。いくつかのバグを修正。 

1.5.1 2005/3/18 Ver.1.5のバグ修正バージョン 

1.5.0 2005/1/6 データ登録機能の追加，内蔵データ更新，内部処理の高速化 

1.0.1 2004/5/10 Ver.1.0.1に 2002年日射量及び雲量、放射収支量データを内蔵 

1.0.1 2003/9/6 Ver.1.0のバグ修正バージョン 

1.0.0 2003/8/26 計算可能領域を日本全国に拡張し，関連データ作成機能を強化。 

0.81 2003/6/5 Ver.0.8βのバグ修正バージョン 

0.8β 2002/10/1 関東地方のみが計算可能な限定バージョンとしてリリース。 
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2.5 ADMERの起動と終了 

 

2.5.1 ADMERの起動 

ADMER を起動するには“スタートメニュー”→“プログラム”→“ADMER2.5.0”→“ADMER2.5.0”を選ぶか，イ

ンストーラによって作成されるデスクトップの ADMER2.5.0アイコンをダブルクリックしてください。 

図 2-1 ADMER起動画面 

 

 

2.5.2 プロジェクトディレクトリの設定 

 ADMER で作成する様々なデータや計算結果は，デフォルト設定ではインストールディレクトリ以下の Project と

いうディレクトリ内に計算範囲毎に分けられて格納されます。これらのデータは非常にサイズが大きいため Project

ディレクトリの存在するドライブには，相応のハードディスク容量が必要となります。以下に計算範囲関東と北海道を

例に取り ADMERの必要とするハードディスク容量の例を示します。 

表 2-4 ADMERに必要なハードディスク容量例 

計算範囲 内容 必要なハードディスク容量 

関東 基本気象データ2年分＋グリッド排出量データ×2

＋計算ケース×5 

140MB程度 

基本気象データ5年分＋グリッド排出量データ×5

＋計算ケース×10 

250MB程度 

北海道 基本気象データ2年分＋グリッド排出量データ×2

＋計算ケース×5 

400MB程度 

基本気象データ5年分＋グリッド排出量データ×5

＋計算ケース×10 

1.0GB程度 

 

注）上記の容量はあくまで目安です。様々な要因により必要な容量は変動しますので，プロジェクトディレクトリが存

在するドライブのハードディスク容量には十分余裕を持たせるようにして下さい。 

 ハードディスク容量に余裕がない場合に備えて，プロジェクトディレクトリ位置をデフォルト設定位置から変更する

事が可能です。 
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 以下の例では，“C:￥ADMER”に ADMER をインストールした場合のプロジェクトディレクトリ(C:￥ADMER

￥Project)を“F:￥ADMER￥Project”に変更する手順を説明します。 

 

1） ADMERを起動し，ファイルメニューから“プロジェクトディレクトリ変更”をクリックします。 

図 2-2 プロジェクトディレクトリ変更メニュー 

 

 

2） プロジェクトディレクトリ選択ダイアログが現れますので，“F:￥ADMER￥Project”を選択し“OK”ボタンをクリッ

クします。 

図 2-3 プロジェクトディレクトリ選択ダイアログ 

 

 

プロジェクトディレクトリの変更は以上です。 

 

2.5.3 ADMERの終了 

 ADMERを終了するには，“ファイル”→“終了”を選ぶか，ウィンドウ右上の×ボタンをクリックしてください。 
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2.6 ADMER を用いた解析の流れ 

 ここでは ADMERを用いた解析の一般的な流れを示します。 

解析対象となる計算範囲の作成・選択

対象物質のグリッド排出量データの作成

対象範囲の気象データの作成

計算準備

計算ケースの作成

計算に用いるデータ，パラメータの確認

計算の実行

計算実行

計算結果を用いた解析

計算結果の確認

計算結果確認・解析
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3 計算範囲について 

 ADMERでは，任意の計算範囲を作成し，シミュレーションの実行や解析を行う事が出来ます。 

 ここでは ADMER の計算範囲の概要，既に用意されている計算範囲及び新しい計算範囲の作成について説明しま

す。 

 

3.1 ADMERの計算範囲の概要 

ADMERの計算範囲は複数の計算グリッドから構成されます。 

通常，ADMERで行う処理，ADMER用気象データ作成，グリッド排出量データの作成，計算実行などは，常に計算

範囲単位で行なわれます。処理を行う場合は常に対象範囲を含む計算範囲を選択するようにして下さい。 

ADMER にはあらかじめ日本全国を 11 地域に分割した計算範囲が登録されています。また任意の計算範囲を作成

する事も可能です。 

 

3.1.1 ADMERグリッドとサブグリッド 

ADMERの計算範囲を構成する計算グリッドは 3次メッシュ 5×5個，約 5×5kmの領域となります。便宜的にこの大

きさのグリッドを ADMERグリッドまたは単にグリッドと呼びます。通常の ADMERの計算では，この ADMERグリッド単

位で排出量データを定義し計算値が出力されます。 

この計算に加えて，上記のADMER計算グリッドをさらに分割したサブグリッド計算機能が実行可能です。これにより，

より詳細な計算結果が得られます。 

サブグリッドは，約 1km×1km，約 500m×500m，約 100m×100mの 3種類が存在します。 

 

3.1.2 既登録計算範囲について 

ADMERにはあらかじめ全国をカバーするように以下の 11の計算範囲が登録されています。 

表 3-1 ADMER既登録計算範囲 

名称 範囲 緯度経度（世界測地系） ADMER グリッド

数 

都道府県 

北海道 東経  139°15′00″ - 145°56′15″ 

北緯  41°17′30″ - 45°35′00″ 

107 ×103 北海道 

東北 東経  139°07′30″ - 142°11′15″ 

北緯  36°45′00″ - 41°37′30″ 

49 × 117 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 

北陸 東経  136°07′30″ - 139°56′15″ 

北緯  36°02′30″ - 38°35′00″ 

61 × 61 新潟県,富山県,石川県 

 

関東 東経  138°18′45″ - 140°56′15″ 

北緯  34°50′00″ - 37°12′30″ 

42 × 57 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京

都,神奈川県 

中部 東経  135°22′30″ - 139°11′15″ 

北緯  35°07′30″ - 37°05′00″ 

61 × 47 福井県,山梨県,長野県,岐阜県 

東海 東経  135°48′45″ - 139°15′00″ 

北緯  33°40′00″ -  35°40′00″ 

55 × 48 静岡県,愛知県,三重県 

 

近畿 東経  134°11′15″ - 136°30′00″ 

北緯  33°22′30″ - 35°50′00″ 

37 × 59 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山

県 

中国 東経  130°41′15″ - 134°33′45″ 

北緯  33°40′00″ - 35°40′00″ 

62 × 48 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 

四国 東経  131°56′15″ - 134°56′15″ 

北緯  32°37′30″ - 34°37′30″ 

48 × 48 徳島県,香川県,愛媛県,高知県 
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九州 東経  128°15′00″ - 132°11′15″ 

北緯  30°55′00″ - 34°17′30″ 

63 × 81 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎

県,鹿児島県 

沖縄 東経  122°48′45″ - 131°26′15″ 

北緯  24°00′00″ - 27°57′30″ 

138 × 95 沖縄県 

 

 

これらの計算範囲は削除する事も可能です。必要に応じて適宜ご利用ください。 

また，Ver.2.5 から，緯度経度の値が，世界測地系の値に変更となりました。これにより，同じ名称の計算範囲であって

も，以前の ADMERの計算範囲とは，範囲に若干の違いが生じていますのでご注意ください。 

 

図 3-1 既登録計算範囲 

 

 

 

 

 

 

全国

北海
道

東北

関東

北陸

沖縄

九州

中国

関西

東海

四国

中部
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3.2 計算範囲の切り替え 

 処理対象となる計算範囲の切り替えは，画面左上の計算範囲リストで行ないます。 

図 3-2 計算範囲切り替え 
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3.3 計算範囲の作成，確認，削除 

 

3.3.1 新規計算範囲の作成 

 ADMERには，3.1.2で示した11の既登録計算範囲が用意されていますが，より目的に適した計算範囲を新たに作成

する事が可能です。ここでは新規計算範囲の作成方法について説明します。 

 

1） ADMERを起動し，ファイルメニューから“新規計算範囲作成”をクリックします。 

図 3-3 新規計算範囲作成メニュー 

 

2） 設定ダイアログが現れますので，任意の計算範囲名を入力し，計算対象とする都道府県をチェックして，“次へ”

進みます。 

 ここでいう計算対象とは計算結果が出力されるグリッドという事です。ここでチェックをつけない都道府県に該当

する ADMERグリッドは計算範囲に含まれていても大気中濃度などの計算が行なわれません。 

図 3-4 計算対象都道府県選択画面 

 

 

3） 計算範囲緯度経度詳細設定画面が現れます。ここでは選択した都道府県全てが入るような計算範囲が自動的

に計算され，表示されます。計算範囲を変更したい場合は，それぞれの緯度経度にある上下ボタンを利用して



 

 16 

調整する事が可能です。範囲の調整は ADMER グリッドの大きさ単位で変更するようになっています。 調整を

終えたら“次へ”をクリックします。 

図 3-5 計算範囲緯度経度詳細設定画面 

 

4） 計算範囲作成確認画面が現れます。作成範囲を地図で確認したい場合は“設定範囲を表示”ボタンをクリックし

てください。 作成内容を確認し，“範囲作成”ボタンを押すと計算範囲が作成されます。なおこの処理には尐々

時間がかかります。 

図 3-6 計算範囲作成確認画面 

 

 

5） ADMERの計算範囲管理画面で新たに作成した計算範囲を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整が可能です。 
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図 3-7 計算範囲管理画面 

 

以上で新規計算範囲の作成は終了です。 

 

 

3.3.2 計算範囲の確認 

 計算範囲図で，作成済みの計算範囲を確認したり，その計算範囲に属する情報を閲覧したりすることが出来ます。 

計算範囲図の表示は，計算範囲管理画面下部の“計算範囲表示”ボタンで行ないます。計算範囲図では，計算範囲名

称，計算範囲緯度経度，グリッド数などの基本的な情報の他，ADMER グリッド，登録地点，背景データ，指標データ，

グリッド排出量データソースなどの情報表示が可能です。 

計算範囲図は，その他の図(排出量データ分布図や計算結果表示図)とあわせて 2つまで起動することが可能です。 

 

 

 

 

 

（注）非常に大きな計算範囲(例えば日本全国など)の作成ついて 

 非常に大きな計算範囲(例えば日本全国など)を作成する際には注意が必要です。計算範囲自体は作成できますが，ご利

用中の PC 環境によっては，メモリ不足のため，その計算範囲の ADMER 用気象データを作成できない場合がある事が確

認されています。ADMER 用気象データが作成できないと計算を実行する事が出来ませんので，その計算範囲を作成する

ことが無意味となります。 

 現在，メモリを 2GB 搭載した PC ならば，全ての都道府県を含めた計算範囲で基本気象データ作成および計算ケース作

成・実行が可能であることが確認されています。 
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図 3-8 計算範囲図表示例 1 

 

 

図 3-9 計算範囲図表示例 2 

 

計算範囲情報 

ADMERグリッド表示方法選択 

登録地点の確認 

背景データ表示選択 

サブグリッド対象として登録されて

いるグリッドを確認 

地図操作，階級設定，画像出力，KML出力 

指標データ表示の ON/OFF 

表示するデータを選択 

凡例表示 ON/OFF および表示位置 
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表 3-2 計算範囲表示 項目 

項目 内容 備考 

計算範囲情報 計算範囲，四隅の緯度経度，グリッド数が表示されま

す。 

 

ADMERグリッド

表示 

計算範囲内の ADMERグリッドが表示できます。 

●すべて(陸地・沿岸・海域)を表示 

計算範囲内の全ての ADMERグリッドを表示します。 

●陸地・沿岸域を表示 

陸地＋沿岸に分類される ADMERグリッドを表示 

●陸地のみ表示 

計算範囲内の陸地に分類される ADMERグリッドを

表示 

●計算対象都道府県のみ表示 

計算範囲作成時にチェックをつけた都道府県に分類

される ADMERグリッドを表示します。 

・沿岸域とは，土地利用面積が存在するグ

リッドを陸地と考え，陸地から4ADMERグ

リッドまでとしています。 

・計算対象都道府県とは，計算範囲作成

時にチェックをつけた都道府県です。

ADMERはこの計算対象都道府県に属

する ADMERグリッドについてのみ，大気

中濃度や沈着量を計算します。 

登録地点表示 計算範囲に登録されている結果表示地点を表示しま

す。地点のみや地点名も表示することが可能です。 

 

背景データ表示 背景データとして登録した図を表示できます。 

表示の順序は，計算範囲管理画面の背景データタブ

で調整してください。 

・背景データについては，3.9 背景データ

を参照してください。 

データ表示 システムに内蔵されているシステムデータ，ユーザー

がその計算範囲に登録したユーザー登録データ，ダ

ウンロードしたグリッド排出量データソースの表示が可

能です。 

・サブグリッド単位の指標データの表示も

可能ですが，計算範囲が大きく，サブグリ

ッドの大きさが小さい場合，膨大なデータ

量となりますので，表示に非常に時間がか

かる場合がありますのでご注意ください。 

凡例表示 指標データを表示している場合，凡例が表示可能で

す。 

階級の設定はウィンドウ上部の階級設定ボタンをクリッ

クしてください。 

・指標データに関しては，3.6 指標データ

についてを参照してください。 
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3.3.3 計算範囲の削除 

必要のない計算範囲を削除する事が出来ます。削除する計算範囲に切替え，ファイルメニューの“計算範囲削除”を

選択，または計算範囲管理画面下部の“計算範囲削除”ボタンをクリックします。 

計算範囲の削除を行うと，その計算範囲で登録した指標データ，作成した気象データ，排出量データ，計算結果など

その計算範囲に属するデータ全てが削除されますので注意してください。 

図 3-10 計算範囲削除 
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3.4 計算範囲属性情報 

計算範囲毎に，そこに属する情報を登録する事が出来ます。ここで登録できる情報は，以下の 5種類です。 

以下に各々の情報について説明します。 

表 3-3 計算範囲属性情報 

項目名 内容 

結果表示地点 地点情報を登録すると，計算結果，気象データなどを表示・出力する際の候補地点とし

て，選択可能となります。 

なお，計算範囲内に含まれる都道府県の都道府県庁所在地は計算範囲作成時に

ADMERによって自動的に登録されます。 

指標データ 指標データは，排出量データ作成時の割り振りや計算結果ヒストグラム表示に用いる事が

出来ます。 

システムに内蔵されたシステムデータと，ユーザー自身が登録するユーザー登録データ

の 2種類があります。 

行政コード その計算範囲で用いる行政コード値と市区町村名称の対応リストです。 

市区町村合併などがあった場合，コードを追加する事も可能です。 

サブグリッド サブグリッド計算を実施するADMERグリッドに名称をつけ，登録します。ADMERでは，

ここでサブグリッド計算対象とした ADMER グリッドについてのみ，サブグリッド計算が可

能です。 

背景データ 計算範囲図，各種分布図表示の背景データとして用いるシェイプファイルや画像ファイル

を追加することが可能です。 
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3.5 結果表示地点 

結果表示地点を登録しておくと，気象データの表示設定や，計算結果の出力設定などで，出力地点を簡単に選択す

ることが出来ます。計算範囲作成時に，計算範囲に含まれる都道府県の都道府県庁所在地が，ADMER によって自動

的に登録されています。 

 

3.5.1 結果表示地点の追加 

結果表示地点の登録を行う方法として，1 地点ずつ登録する方法と，既定のフォーマットで地点情報を記述したファイ

ルを作成し，そのファイルを読み込んで登録する方法の 2つがあります。 

どちらの方法でも，まず登録したい地点の名称と緯度・経度を調べておく必要があります。 

ここで，緯度経度は世界測地系の値を使用してください。 

はじめに計算範囲 関東に東京駅という地点を追加する手順を例にとり，1地点ごとの地点登録方法を説明します。 

 

1） ADMER を起動し，計算範囲管理画面の“結果表示地点”タブを選択します。結果表示地点情報が表示されま

す。 

図 3-11 結果表示地点情報 

 

 

2） “新規追加”ボタンを押すと，新規追加ダイアログが現れますので，地点名，緯度経度を入力して“OK”ボタンを

押してください。 
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図 3-12 登録地点 新規追加ダイアログ 

 

3） 入力した地点が一覧に追加されている事を確認します。1地点毎の地点登録方法はこれで終了です。 

図 3-13 追加登録地点の確認 
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3.5.2 登録地点の追加（ファイル読込み） 

次に，地点情報をファイルから読み込んで登録地点の追加を行う方法を説明します。 

まず，以下の様な登録地点情報ファイルを用意します。 

緯度経度は，世界測地系の値を使用してください。 

 

登録地点情報ファイル例 

 

1） 計算範囲管理画面の“結果表示地点”タブ下部の“ファイル読込み”ボタンをクリックします。すると以下のようなフ

ァイル選択ダイアログが現れます。地点情報を記述したファイルを指定し，“開く”ボタンをクリックしてください。 

図 3-14 登録地点情報ファイル選択ダイアログ 

 

 

2） 地点情報確認画面で，ファイルに記述した地点が登録されている事を確認します。 

//地点登録サンプルデータです 

東京駅,139.766,35.681 

ひたち野うしく駅,140.158,36.008 

小田原駅,139.155,35.256 

地点名，東経[度単位]，北緯[度単位]

の順にカンマ区切りで記述します。 

数字は半角で記述してください。 

ファイル行頭の//で始まる行はコメント

行として扱われます。 
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図 3-15 追加登録地点の確認 

 

 

ファイル読み込みによる登録地点追加は以上です。 
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3.6 指標データについて 

ADMER は，人口，土地利用区分，交通量などの様々な指標データを利用し，排出量の割り振りや計算結果の表示

に利用することができます。 

ADMERが取り扱う指標データはグリッド毎，行政コード毎の値となっています。 

サブグリッド計算機能に対応し，サブグリッド単位の指標データも取り扱い可能となりました。 

表 3-4 指標データのグリッド名称とサイズ 

指標データ種類 グリッドサイズ 

ADMERグリッド指標データ 約 5km×5km 

1kmグリッド指標データ サブグリッド指標データ 

3次メッシュと同様。約 1km×1km 

500mグリッド指標データ サブグリッド指標データ 

4次メッシュと同様。約 500m×500m 

100mグリッド指標データ サブグリッド指標データ 

約 100m×100m 

 

 

ここで 3次メッシュおよび 3次メッシュコード，4次メッシュおよび 4次メッシュコードに関しては，以下のURLなどを参

考にしてください。 

 

国土数値情報ダウンロードサービス 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 

 

注）100mグリッド指標データについては，データ量が膨大になるため，広い範囲のデータを一度に登録する

と，指標データ表示やヒストグラムの縦軸を変更した時に，マップやグラフが表示されるまでに多くの時間を要

します。 

また，状況によっては、ADMERがほとんど応答しなくなるような状況になる可能性があります。 

このため 100mグリッド指標データを登録される場合は，全国や都道府県全体のような広い範囲を登録せ

ず，ADMERグリッド毎かもしくは，１市区町村以下程度の小さい範囲毎のデータに分割して登録して下さ

い。 

実行マシンのメモリ搭載量などにも左右されますが、ADMERグリッド 4個分となる 100mグリッド 10000個

程度までを目安と考えてください。 

 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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参考）100m メッシュコードについて 

 

ADMERには，あらかじめ指標データ(システムデータ)が内蔵されています。システムデータについては，9 ADMER

付属データについて を参照してください。 

100m メッシュコードは，3次メッシュを以下の様に 10×10に分割したメッシュとなります。 

 

90 91 ・ ・ ・ 98 99 北 

80      89 ↑ 

・      ・  

・      ・  

10      19 ↓ 

00 01 ・ ・ ・ 08 09 南 

西      ←                      →   東 

(太枠は 3次メッシュ，細枠は 100 メッシュ) 

 

100 メッシュコード値は， 

3次メッシュコード+“9”+細枠内の 100m メッシュ番号 

で決定されます。ここで 3次メッシュコードに続く 9は，識別のための番号で必ず 9を入れる必要があります。 

例えば，太枠の 3次メッシュコードが，55392323だった場合，ピンク色の 100m メッシュコードは， 

55392323900 

となります。 

また，緑色の 100m メッシュコードは 

55392323989 

となります。 
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3.6.1 ユーザー登録指標データの準備 

ADMERには，システムデータとして，あらかじめ複数の指標データ(人口，土地利用区分，交通量など)が内蔵されて

おり，グリッド排出量データの作成やヒストグラム表示に利用する事が可能です。 

これらのあらかじめ内蔵された指標データ（システムデータ）とは別に，計算範囲毎に指標データを追加する事で，内

蔵指標データと同じように ADMER で利用する事が可能になります。ここでユーザーによって追加される指標データを

ユーザー登録指標(データ)と呼びます。ここでは，ユーザー登録指標を登録するための，準備について説明します。 

 

ユーザー登録指標を ADMER に追加するためには，グリッド毎，行政コード毎(市区町村)に定義されたデータファイ

ルを準備する必要があります。ADMER は，既定のフォーマットでこれらのデータが記述されたファイルを読み込み，ユ

ーザー登録指標データとして登録します。 

このとき，グリッドの位置は，既定のルールに従うメッシュコードを利用して記述します。各グリッドの指標データを登録

するには，それに応じた解像度のデータが必要となります。以下に，各指標の登録に必要なデータのグリッドサイズとメッ

シュコードを説明します。 

表 3-5 指標データのメッシュコード 

指標データ種類 登録用データの解像度 登録用ファイル内に記述するメッシュコ

ード 

ADMERグリッド指標データ 3次メッシュ単位 その ADMER グリッドの南西端に相当

する 3次メッシュコード 

1kmグリッド指標データ 3次メッシュ単位 3次メッシュコード 

500mグリッド指標データ 4次メッシュ単位 4次メッシュコード 

100mグリッド指標データ 100m メッシュ単位 100m メッシュコード 

 

以下にユーザー登録指標ファイルフォーマットについて説明します。 

 

全ての登録用データフォーマットは，メッシュコード，市町村コード，指標値をカンマ区切りで並べたものを一まとめとし

て，データグリッド数分ファイルに記述します。メッシュコードは，表 3-5 指標データのメッシュコード の通り，登録した

い指標データのグリッドサイズに応じて変わります。 

 

ユーザー登録指標を ADMER に追加するには，以下の例を参考に，追加したいデータの登録用ファイルを作成して

ください。 

 

なお，ADMER グリッドユーザー登録指標登録用ファイルと 1km グリッドユーザー登録指標登録用ファイルのフォー

マットは同一ですが、ADMERグリッド指標の場合、3次メッシュ単位のデータがADMERグリッド単位に集計されます。 
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ADMERグリッド ユーザー登録指標登録用ファイルフォーマット 

 

1kmグリッド ユーザー登録指標登録用ファイルフォーマット 

 

 

 

 

64417402, 01303,  43.0 

64417403, 01303, 120.0 

64417404, 01303,   7.5 

64417406, 01303,   7.0 

64417407, 01304,  21.0 

64417408, 01304,  20.0 

64417409, 01304,  26.0 

64417411, 01303,  42.0 

64417412, 01303, 395.0 

64417413, 01303, 239.0 

64417414, 01303,  42.5 

64417417, 01303,  18.0 

64417420, 01303,   9.0 

・・・・・・ 

（データ数分続く） 

・・・・・・ 

3次メッシュコード，市町村コード，値の順

にカンマ区切りで記述します。 

3次メッシュコード，市町村コードは整数，

値は実数として読み込まれます。 

数字は全て半角を利用してください。 

64417402, 01303,  43.0 

64417403, 01303, 120.0 

64417404, 01303,   7.5 

64417406, 01303,   7.0 

64417407, 01304,  21.0 

64417408, 01304,  20.0 

64417409, 01304,  26.0 

64417411, 01303,  42.0 

64417412, 01303, 395.0 

64417413, 01303, 239.0 

64417414, 01303,  42.5 

64417417, 01303,  18.0 

64417420, 01303,   9.0 

・・・・・・ 

（データ数分続く） 

・・・・・・ 

3次メッシュコード，市町村コード，値の順

にカンマ区切りで記述します。 

3次メッシュコード，市町村コードは整数，

値は実数として読み込まれます。 

数字は全て半角を利用してください。 
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500mグリッド ユーザー登録指標登録用ファイルフォーマット 

 

 

100mグリッド ユーザー登録指標登録用ファイルフォーマット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644174021, 01303,  43.0 

644174031, 01303, 120.0 

644174042, 01303,   7.5 

644174063, 01303,   7.0 

644174071, 01304,  21.0 

644174082, 01304,  20.0 

644174091, 01304,  26.0 

644174111, 01303,  42.0 

644174122, 01303, 395.0 

644174131, 01303, 239.0 

644174142, 01303,  42.5 

644174171, 01303,  18.0 

644174202, 01303,   9.0 

・・・・・・ 

（データ数分続く） 

・・・・・・ 

4次メッシュコード，市町村コード，値の順

にカンマ区切りで記述します。 

4次メッシュコード，市町村コードは整数，

値は実数として読み込まれます。 

数字は全て半角を利用してください。 

64417402900, 01303,  43.0 

64417403911, 01303, 120.0 

64417404912, 01303,   7.4 

64417406922, 01303,   7.0 

64417407913, 01304,  21.0 

64417408911, 01304,  20.0 

64417409934, 01304,  26.0 

64417411945, 01303,  42.0 

64417412978, 01303, 395.0 

64417413988, 01303, 239.0 

64417414925, 01303,  42.5 

64417417976, 01303,  18.0 

64417420933, 01303,   9.0 

・・・・・・ 

（データ数分続く） 

・・・・・・ 

100m メッシュコード，市町村コード，値の

順にカンマ区切りで記述します。 

100m メッシュコード，市町村コードは整数，値は

実数として読み込まれます。 

数字は全て半角を利用してください。 
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3.6.2 ユーザー登録指標データの新規追加 

次にユーザー登録指標を ADMERに追加する方法を説明します。 

事前に 3.6.1 ユーザ指標登録データの準備の既定フォーマットに従いユーザー登録指標登録用ファイルを作成してお

いて下さい。 

ここではこのファイル名が“ユーザー登録指標サンプルデータ.csv”であると仮定します。 

 

1） ADMER を起動し，計算範囲管理画面の“指標データ”タブをクリックし，“ユーザー登録データ”を選択します。

するとユーザー登録指標画面が現れます。画面下部の“新規追加”ボタンをクリックします。 

図 3-16 ユーザー登録指標画面 

 

 

2） ユーザー登録指標追加ダイアログが現れますので，グリッドサイズを選択し，データ名称，カテゴリ，単位を入力

します。カテゴリは指標データ整理のためのもので，任意のカテゴリを設定することが出来ます。 

“参照”ボタンをクリックして既定のフォーマットでデータを記述したファイルを選択します。 選択を終えたら“OK”

ボタンをクリックします。 

図 3-17 ユーザー登録指標データ追加ダイアログ 

 

 

 

 



 

 32 

図 3-18 ユーザー登録指標ファイル選択ダイアログ 

 

 

3） ADMERが指定のファイルに記述されたデータをADMERのユーザー定義指標データに変換します。この処理

はデータサイズにより時間がかかる場合があります。処理終了後，追加したユーザー登録指標が登録されている

事を確認します。 

図 3-19 ユーザー登録指標追加後の画面 

 

 

 ユーザー登録指標の登録は以上です。 

 

3.6.3 ユーザー登録指標の編集 

既に登録済みのユーザー登録指標のカテゴリ，名称，単位を編集する事が出来ます。 

 

1） ユーザー登録データ管理画面で対象となるユーザー登録指標を選択し，“編集”ボタンをクリックすると，以下の

ようなダイアログが現れます。 名称及び単位を変更し“OK”ボタンを押してください。 
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図 3-20 ユーザー登録指標データ編集ダイアログ 

 

 

2） ユーザー登録指標情報画面で変更を確認します。 

図 3-21 ユーザー登録指標編集後の画面 

 

 

3.6.4 ユーザー登録指標の削除 

登録したユーザー登録指標を削除するには，対象のユーザー登録指標名を選択し，“削除”ボタンをクリックしてくださ

い。 

なお，システムデータの削除については，8.3.5ダウンロードデータの削除を参照してください。 
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3.7 行政コードについて 

ADMER には，標準で行政コードと市区町村名称の対応リストが内蔵されています。このリストは固定ではなく，市

区町村合併があった場合などに，ユーザが必要に応じて追加することができます。 

ADMERが標準で内蔵している行政コードに関しては，9 ADMER付属データについて を参照して下さい。 

 

3.7.1 行政コードの新規追加 

行政コード－市区町村名を新規追加します。 

 

1） 計算範囲管理画面の行政コードタブをクリックします。行政コード管理画面が表示されます。 

図 3-22 行政コード管理画面 

 

 

2） 新規追加をクリックします。 

図 3-23 行政コード新規追加ダイアログ 

 

 

3） 行政コード管理画面に，追加した行政コード－市区町村名が追加されていることを確認します。 
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図 3-24 行政コード管理画面(確認) 

 

3.7.2 行政コードの編集 

 登録されている行政コード－市区町村名を編集します。 

 

1） 計算範囲管理画面で編集したい行政コードを選択し，編集をクリックします。 

図 3-25 行政コード管理画面(編集) 

 

 

2） 行政コードまたは市区町村名を編集します。 
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図 3-26 行政コード編集ダイアログ 

 

 

3） 行政コード管理画面に，選択した行政コード－市区町村名が編集されていることを確認します。 

図 3-27 行政コード管理画面(編集確認) 

 

 

3.7.3 行政コードの削除 

 必要のない行政コード－市区町村名を削除します。 

 

1） 計算範囲管理画面で削除したい行政コードを選択し，削除をクリックします。 
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図 3-28 行政コード管理画面(削除) 

 

 

2） 確認ダイアログが表示されますので，“はい”をクリックします。  
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3.8 サブグリッドについて 

サブグリッド計算はある ADMER グリッド内をさらに細かく分割したサブグリッドについて詳細な計算を実行するもので

す。サブグリッド計算を実施するには，サブグリッド計算を実施するADMERグリッドに事前に名称をつけ登録しておく必

要があります。 

複数の ADMERグリッドをサブグリッド計算対象に含めたい場合，それらをひとまとめにして（サブグリッドグループ）登

録することができます。ただし，登録できる範囲は，ADMERグリッドM×N個の矩形の範囲である必要があります。 

図 3-29 サブグリッドグループについて 

 

3.8.1 サブグリッドの新規追加 

ある ADMERグリッドをサブグリッド計算対象として追加します。 

 

1） 計算範囲管理画面のサブグリッドタブをクリックします。サブグリッド管理画面が表示されます。 

図 3-30 サブグリッド管理画面 

 

2×3個の ADMERグリッドからなるサブグリッドグループの例 

サブグリッドグループ01



 

 39 

2） 新規追加をクリックします。名称とグリッド番号，または緯度経度を範囲で入力し OK をクリックします。グリッド

番号や緯度経度は計算範囲表示図上でステータスバーに表示されますので，事前に確認しておいてくださ

い。なお，緯度経度は，世界測地系の値を入力してください。 

図 3-31 サブグリッド新規追加ダイアログ 

 

 

3） サブグリッド管理画面に，追加した名称とグリッド番号が追加されていることを確認します。 

図 3-32 サブグリッド管理画面(確認) 

 

 

3.8.2 サブグリッドの新規追加（ファイル読込み） 

サブグリッド計算対象として登録する ADMERグリッドの名称と位置をファイルに記述しておき，そのファイルを読み込

み，まとめて追加する方法です。 

ファイル読み込みでの新規追加では，ファイルに記述されている地点が含まれる ADMER グリッドを一つずつサブグ

リッド計算対象として登録することになります。 

 

1） サブグリッド新規追加用ファイルの準備をします。 以下のような形式のデータファイルを準備してください。 
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 登録する ADMERグリッドの名称，グリッドが特定できる位置(経度，緯度を度単位で)を記述します。 

 緯度経度は，世界測地系の値を使用してください。 

 

ADMERは読み込んだ緯度経度がどのグリッド内にあるかを判別し，登録します。 

また，同じグリッドとなる緯度経度が同ファイル中に存在した場合，よりファイル後方に現れる名称が優先されます

ので，ご注意ください。 

 

2） サブグリッド管理画面で，ファイル読込みをクリックし，作成済みのサブグリッド新規追加用ファイルを指定して

ください。指定したらOKを押します。 

図 3-33 サブグリッド新規追加用ファイル指定ダイアログ 

 

3） サブグリッド管理画面で，追加されたサブグリッドを確認してください。 

図 3-34 サブグリッド管理画面(確認) 

新宿付近,139.695,35.68638889 

横浜市付近,139.6455556,35.44444444 

・・・ 

・・・ 
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3.8.3 サブグリッドの編集 

既に登録済みのサブグリッド計算対象ADMERグリッド情報を編集します。ここで，グリッド位置(グリッド番号や緯度経

度)の変更は，慎重に行ってください。サブグリッドに関連するデータ(サブグリッド排出量やサブグリッド計算結果)はグリ

ッド番号で管理されているため，既に作成したサブグリッド排出量などが，登録されていないグリッド番号のデータとなっ

てしまい，計算時に選択できなくなる可能性があります。 

 

1） サブグリッド管理画面で編集したいサブグリッド対象を選択し，編集をクリックします。 

図 3-35 サブグリッド管理画面(編集) 

 

 

2） 名称，グリッド番号または緯度経度を編集し，OKをクリックします。 
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図 3-36 サブグリッド編集ダイアログ 

 

 

3） サブグリッド管理画面に，名称またはグリッド番号の変更が反映されていることを確認します。 

図 3-37 サブグリッド管理画面(編集確認) 

 

 

3.8.4 サブグリッドの削除 

登録済みのサブグリッド対象を削除します。ここで，サブグリッド対象の ADMER グリッドを削除しても，そのグリッドに

ついて作成したサブグリッド排出量は削除されません。 

 

1） サブグリッド管理画面で削除したいサブグリッドを選択し，削除をクリックします。 
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図 3-38 サブグリッド管理画面(削除) 

 

 

2） 確認ダイアログが現れますので，“はい”をクリックします。選択したサブグリッドが削除されます。 
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3.9 背景データ 

道路ネットワークデータや流域界，アメダス地点情報，地図画像などを背景データとして登録し，計算範囲図や結果

表示で利用することが可能です。 

ADMERが背景データとして読み込めるフォーマットは以下の通りです。 

表 3-6 ADMER背景データ読込み可能フォーマット 

形式 注意点 

シェイプファイル 緯度経度座標系（世界測地系）である必要がある。 

表示できる内容はポイント，ライン，ポリゴンのみとなる。 

シェイプファイル内の全ての属性情報を表示できるわけではない。 

画像ファイル jpegおよび bmpファイルに対応 

南西隅と北東隅の緯度経度を指定することで，描画位置を指定する。 

 

3.9.1 背景データの新規追加 

 背景データを追加します。事前にシェイプファイルまたは画像ファイルを用意してください。画像ファイルを新規追加す

る場合は，その画像の範囲（南西隅と北東隅の緯度経度[世界測地系]）を調べておく必要があります。 

 

 ある ADMERグリッドをサブグリッド計算対象として追加します。 

 

1） 計算範囲管理画面の背景データタブをクリックします。背景データ管理画面が表示されます。 

図 3-39背景データ管理画面 

 

 

2） “新規追加”ボタンをクリックします。ここで以下のような画面が現れます。ファイルの種類に応じて以下の項目

を設定します。 

 

shpファイルの場合 

ファイル名，名前，表示色，輪郭線(ポリゴンの場合の有効)を設定してください 

名前は，ADMER上での識別名となります。 
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画像ファイルの場合 

ファイル名，名前，経度，緯度を設定してください。画像ファイルは，ここで設定した経緯度の範囲に貼り付けられま

す。経緯度は世界測地系の値を使用してください。 

名前は，ADMER上での識別名となります。 

 

図 3-40 背景データ新規追加ダイアログ 

 

3） 背景データ管理画面に，背景データが追加されていることを確認します。 

図 3-41 サブグリッド管理画面(確認) 

 

 

3.9.2 背景データの編集 

既に追加した背景データの名称や色を変更することが可能です。 

 

1） 背景データ管理画面で削除したい背景データを選択し，“編集”ボタンをクリックします。 

経度は西端，東端の順

で入力してください。 

緯度は南端，北端の順

で入力してください。 
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図 3-42 背景データ管理画面(編集) 

 

 

2） 背景データ編集ダイアログが現れますので，名前や色などの設定を変更して“OK”ボタンクリックしてください。 

図 3-43 背景データ編集ダイアログ 

 

 

 背景データの編集は以上です。 

 

3.9.3 背景データの削除 

登録済みの背景データを削除します。 

 

1） 背景データ管理画面で削除したい背景データを選択し，削除をクリックします。 
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図 3-44 背景データ管理画面(削除) 

 

 

2） 確認ダイアログが現れますので，“はい”をクリックします。選択した背景データが削除されます。 

 

 

3.9.4 背景データの順序変更 

背景データの表示順序は，背景データ管理画面でのリスト順となります。 

計算範囲図や結果表示では，各背景データの表示のON/OFFは変更できますが，どれを一番上に描画するかという

表示順序は変更できません。 

表示が見にくい場合などは，背景データ管理画面で，移動したい背景データを選択し，“上へ↑”，“下へ↓”をクリッ

クして表示順を変更してください。 
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4 ADMER用気象データについて 

ADMERでシミュレーション計算を実行する際には，ADMER用に作成された気象データが必要となります。ここでは

ADMERで計算実行時に利用する事のできる気象データの種類とその作成方法を説明します。 

 

4.1 ADMER気象データの種類 

ADMERでは以下の 3種類の気象データを作成，利用する事が出来ます。 

 

1） ある年の 1月毎に集計された基本気象データ 

 例：1998年 1月から 12月まで 12ヶ月分の基本気象データ 

2） ある期間の平均を取った期間平均気象データ 

 例：1999年 4月 1日から 2000年 3月 31日までを平均化し１つにまとめた期間平均気象データ 

3） 複数年の毎月平均データ 

 例：1990年から 2000年の月毎に平均化した毎月平均気象データ 

 

上記 3種類の気象データのうち最も基本となるのは 1）の基本気象データです。 

ここで複数年の毎月平均気象データは対象年の基本気象データから作成されるため，対象年の基本気象データを作成

しておく必要があります。 

基本気象データは元となるデータ種類によって，更に以下の 3種類に分けることが出来ます。 

 

A AMeDAS及び日射量と雲量（各気象官署）データから作成 

B AMeDAS及び日射量と放射収支量(気象官署 館野)データから作成 

C AMeDASデータのみから作成 

 

 Aはよく知られた最も標準的な手法です。 

 B は雲量の代わりに放射収支量を用いることにより，夜間の安定度の推定精度は向上しますが，放射収支量のデータ

が利用できるのは茨城県つくば市館野だけなので，地域性が問題となります。 

 C は AMeDAS データのみで安定度が決定できるため，気象官署データが利用できない場合などに用いることができ

ます。ただし，夜間の安定度の推定精度が良くありません。 

 本システムは 2006年の気象官署データ(注 1)を内蔵しているため，通常は Aを選択されるとよいでしょう。 

 

 なお，Aを選択した場合，利用される気象官署データは，システムによって対象範囲に応じて自動的に選択されます。 

 

 作成方法と種類毎に ADMER用気象データをまとめると次表のようになります。 

表中の Basic，Period，Monthなどの表記は ADMER気象データ管理画面での表示名です。 

 

 

 

                                                   

 
 正式名称：地域気象観測システム (Automated Meteorological Data Acquisition System) 
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表 4-1 ADMER気象データ種類一覧（YYYYは作成対象年） 

 AMeDAS 及び日射量と雲量

（各気象官署）データから作成 

AMeDAS 及び日射量と放射収

支量(館野)データから作成 

AMeDASデータのみから作成 

基本気象

データ 

Basic YYYY Basic YYYY(館野) Basic YYYY(アメダスのみ) 

期間平均

気象デー

タ 

Period 

YYYY/MM/DD-YYYY/MM/DD 

Period YYYY/MM/DD-YYYY/MM/DD 

(館野) 

Period YYYY/MM/DD-YYYY/MM/DD 

(アメダスのみ) 

複数年毎

月平均気

象データ 

Month YYYY-YYYY Month YYYY-YYYY(館野)  Month YYYY-YYYY(アメダスのみ) 

 

(注 1)ここで日射量及び雲量，放射収支量については 2006年のデータがシステムに付属しています。 2006年以外の

データは ADMERダウンロード機能を利用して入手することが可能です。 

 

 ADMER用気象データ作成の具体的な手順については 4.3 ADMER用気象データの作成を参照して下さい。 

なお、2001 年以降の ADMER 用気象データ作成の作成の際には，ADMER データアップデートで入手できる

ADMER 専用アメダスデータを利用することができます。このデータは AMeDAS データを基に作られています。

ADMER用気象データの作成の手間が大幅に軽減されますので、通常はこの ADMER専用アメダスデータを用いるこ

とをお勧めします。 

 AMeDAS 気象データ CD を用いて ADMER 用気象データを作成することも可能です。 ADMER で利用可能な

AMeDASデータの種類については，4.3.1AMeDAS気象データの準備を参照してください。 

 また AMeDAS気象データ CDの入手先については以下の URLを参考にして下さい。 

気象データ等: (財）気象業務支援センター 

http://www.jmbsc.or.jp/ 
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4.2 気象データ管理画面 

 画面左側の“気象データ”をクリックすると以下の気象データ管理画面に切り替わります。この画面で気象データの作

成，削除，確認などを行う事が出来ます。また，ディレクトリを作成し，気象データを整理する事が可能です。気象データ

をディレクトリに移動する際は，右側のリスト画面でドラッグアンドドロップ操作を行なってください。 

図 4-1 気象データ管理画面 

 

 

 

 

 

“気象データ”やディレクトリ(ここでは“期間平均気象データ”)を選択し

て右クリックし，“新規作成”－“新規ディレクトリ”を選択すると，ディレク

トリを作成する事が出来ます。 
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4.3 ADMER用気象データの作成 

 ADMER には専用の気象データを作成する機能が備わっています。ここでは，ADMER 用気象データの作成方法に

ついて説明します。 ADMER用気象データ作成には，AMeDAS気象データが必要となります。 

作成された気象データはプロジェクトディレクトリ以下に計算範囲毎に分かれて保存されます。気象データファイルはサ

イズが大きいため，プロジェクトディレクトリの存在するドライブのディスク空き容量には十分ご注意ください。 

 

4.3.1 AMeDAS気象データの準備 

ADMER気象データは、通常は ADMER専用アメダスデータを用いて作成します。 

この ADMER専用アメダスデータは，ADMER データアップデートで入手することが可能です。ADMER データアッ

プデートに関しては，8.3.3アメダスデータのダウンロードを参照してください。 

ADMER気象データは、AMeDASデータ CD-ROMを利用して作成することも可能です。2000年以前の ADMER

専用アメダスデータは用意されていないので、ADMER 気象データはこの方法で作成します。この場合，AMeDAS デ

ータ CD-ROM を別途購入する必要があります。AMeDAS データ CD-ROM は様々な種類が販売されていますが，

ADMER気象データを作成するために利用可能な AMeDASデータ CD-ROMは，以下の通りです。 

表 4-2 使用可能な AMeDASデータ CD一覧 

CD名 内容 備考 気象データ作成時に選択

するアメダスデータフォルダ

(CDが I ドライブの場合) 

アメダス観測年報(1976 年～

1978年) 

アメダス観測年報(1979 年～

1982年) 

アメダス観測年報(1983 年～

1986年) 

それぞれの CDに複

数年のアメダス観測

データが収録 

対応する年の日射量および放射収支

量データが存在しないため，作成手法

として“AMeDAS データのみから作

成”を選択する必要あり。 

I:\AMEDAS\1976 

I:\AMEDAS\1979 

など。 

その直下に 

AMDYYYY.MM ファイルが存

在するフォルダを選択。 

アメダス観測年報 (1987～

1990) 

1987年から 1990年

のアメダス観測デー

タが 1 枚にバイナリ

ー形式で収録 

ただし，ADMER 用に用意されている

日射量および放射収支量データは

1990 年以降となるため，各気象官署

または舘野のデータを利用して作成

可能な気象データは 1990 年からの

み。 

I:\AMEDAS\1987 

など。 

その直下に 

AMDYYYY.MM ファイルが存

在するフォルダを選択。 

アメダス観測年報 (1991～

1994) 

1991年から 1994年

のアメダス観測デー

タが 1 枚にバイナリ

ー形式で収録 

 I:\AMEDAS\1991 

など。 

その直下に 

AMDYYYY.MM ファイルが存

在するフォルダを選択。 

平成 7年アメダス観測年報 

平成 8年アメダス観測年報 

平成 9年アメダス観測年報 

平成 10年アメダス観測年報 

平成 11年アメダス観測年報 

各年のアメダス観測

データが各 1 枚にバ

イナリー形式で収録 

 I:\AMEDAS\1995 

など。 

その直下に 

AMDYYYY.MM ファイルが存

在するフォルダを選択。 

アメダス観測年報 2000年 

アメダス観測年報 2001年 

アメダス観測年報 2002年 

アメダス観測年報 2003年 

各 CD には，各年の

アメダス観測データ

が収録されている。 

2000 年の観測年報 CD には，旧フォ

ーマットと新フォーマットの 2 つのデー

タが収録されています。どちらを選択

しても，ADMER気象データは作成可

能ですが，観測点位置をより正確に反

映するためには新しいフォーマット

(CSV フォーマット)を使用してくださ

I:\AMEDAS 

など。 

その直下に 

YYYYMM フォルダが存在す

るようなフォルダを選択。 
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い。この指定は気象データ作成ウィザ

ードのアメダスデータディレクトリ指定

で行います。 

アメダス観測年報 2004年 

アメダス観測年報 2005年 

アメダス観測年報 2006年 

各 CDは 2枚組にな

り，それぞれにアメダ

ス観測データが収録

されている。 

2004 年のデータより，統計方法及び

ファイル形式が変更となっています。 

2 枚組のため，CD を直接読み込んで

ADMER 気象データを作成する場

合，途中でCDの入れ替えが必要とな

ります。 

I:\AMEDAS\hourly 

など。 

その直下に 

YYYYMM フォルダが存在す

るようなフォルダを選択。 

 

アメダス再統計値 

Disk1 1976年～1980年 

Disk2 1981年～1985年 

Disk3 1986年～1990年 

Disk4 1991年～1995年 

Disk5 1996年～2000年 

Disk6 2001年～2004年 極

値・平年値 

各 CDに複数年のア

メダス再統計値デー

タが含まれていま

す。 

 

各年のデータは圧縮ファイルになって

いるため，その ままの状態では

ADMER はデータを読み込むことが

出来ません。使用する場合は各年の

データを適当なフォルダに解凍してく

ださい。 

AMEDAS2001.LZHをG:ドラ

イブ直下に解凍した場合， 

G:\AMEDAS\hourly 

を選択。 

その直下に 

YYYYMM フォルダが存在す

るようなフォルダを選択。 

 

 

利用できないデータ(CD名) 

・ 気象データベース・アメダス：フルセット版 

・ アメダス 10分値データ（バイナリー形式） 

・ アメダス 10分値データ(CSV形式) 

などは利用できません。 

 

4.3.2 基本気象データ作成 

 基本気象データ作成手順を説明します。 

 作成したい年に応じた AMeDASデータ（ダウンロードデータまたは CD-ROM）が必要となります。  

CD-ROMを利用する場合は，CD-ROMの内容をハードディスクにコピーしておいても利用可能です。 

ここでは例として 2005年の基本気象データ作成を取り上げます。 

 

1） AMeDASデータの準備 

 (注) 2004年以降のアメダス CD-ROM内容をハードディスクにコピーして利用する際の注意 

2004年以降の AMeDASデータは 2枚の CDに分かれて収録されています。ADMERが必要とするデータは，各 CD内の

“amedas\hourly”フォルダ以下のデータです。 

ハードディスクに CD の内容をコピーして利用する際は，適当なフォルダ(例えば，“D:\amedas2004”)を作成し，そのフォルダ

以下に 2枚の CDの“amedas\hourly”以下にある“200401”, “200402”,・・・“200412”といったフォルダをまとめてコピーし

てください 

つまり，あるフォルダ(例：“D:\amedas2004”)以下に“200401”～“200412”フォルダが存在する状態にしてください。 

Disk1，Disk2 のデータを異なるフォルダにコピーすると ADMER は，それらのデータを利用することが出来ませんのでご注

意ください。 

CDからのアメダスデータ読み込みは非常に時間がかかるため，複数の計算範囲の気象データを作成する場合や比較的大き

な計算範囲の気象データを作成する場合，出来るだけハードディスクにデータをコピーすることをお勧めします。 
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2005年のアメダス観測年報 CD-ROM または 2005年 ADMER専用アメダスデータのダウンロードが必要と

なります。 

 

ADMER専用アメダスデータを利用する場合 

8.3.3アメダスデータのダウンロードを参照し，事前にダウンロードしておいてください。 

 

アメダス年報 CD-ROMを利用する場合 

2005年のAMeDASデータCD-ROMを用意します。2005年のアメダス年報CD-ROMは２枚に分かれて

収録されています。2005年のアメダス年報 CD-ROM Disk1を CD-ROM ドライブにセットしてください。（この

例では Iドライブが CD-ROM ドライブであると仮定します。） 

既に 2枚の CD-ROM内容をハードディスクにコピー済みの場合は，この操作は必要ありません。 

 

2） ADMER を起動し画面左側の“気象データ”をクリックして気象データ管理画面に切り替えます。気象データ

管理画面下部の“基本データ作成”ボタンをクリックします。すると以下のようなダイアログが現れます。作成対

象年は 2005年とします。 

どのデータを用いて作成するかを“元データの種類”で切り替えます。ここでは一番上の“AMeDAS 及び日射

量と雲量（各気象官署）データから作成”を選び，“次へ”をクリックしてださい。 

図 4-2 基本気象データ作成ダイアログ 

 

3） アメダスデータフォルダ設定ダイアログが現れます。利用する AMeDAS データの種類により選択が分かれま

す。 

 

ADMER専用アメダスデータを利用する場合 

“ダウンロードしたアメダスデータを使用する”を選択してください。“次へ”をクリックすると，の確認画面が出ます。6）

へ進んで下さい。 

 

アメダス年報 CD-ROMを利用する場合 

“参照”ボタンをクリックして下さい。 

（注）“ファイル”メニューの“新規基本気象データ”を選んでも基本気象データを作成する事ができます。 

クリックして年を変更 



 

 54 

図 4-3 アメダスデータフォルダ設定ダイアログ 

 

 

4） “参照”ボタンをクリックすると以下のアメダスデータフォルダ選択ダイアログが現れます。 

ここでアメダスデータ収録フォルダを指定しますが，AMeDAS データの年や形式により選択すべきフォルダが

異なります。詳しくは，表 4-2 使用可能な AMeDASデータ CD一覧 を参照してください。2005年のデータ

では，“I:\amedas\hourly”を選択します。 

図 4-4 アメダスデータフォルダ選択ダイアログ 

 

 

5） アメダスデータフォルダ選択ダイアログで選択したフォルダが表示されている事を確認し，“次へ”をクリックして

ください。 

 

 

 

 

(注）アメダスデータフォルダ選択ダイアログで，アメダスデータ CD 内のディレクトリがドライブ直下しか選択できない(深

いディレクトリが選択できない)という現象が確認されています。 

この問題が生じた場合，CDドライブのプロパティの書き込みタブで，”このドライブで CD書き込みを有効にする”のチェ

ックをOFFにしてから，再度気象データの作成を実行してください。 
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図 4-5 アメダスデータフォルダ設定ダイアログ（確認） 

 

6） 以下のダイアログが現れます。内容を確認し“データ作成”ボタンをクリックしてください。 

プログレスバーが現れ，作成の進捗を見ることが出来ます。終了するまでそのままお待ちください。 

2004 年以降のアメダスデータは CD2 枚組みに変更されたため，処理中に CD の入れ替えをする必要があり

ます。ADMERは処理途中でCDの入れ替えのメッセージを表示しますので，その指示に従い，CDを入れ替

えて“OK”ボタンをクリックしてください。処理が再開されます。 

途中でキャンセルをする場合は“キャンセル”ボタンをクリックしてください。ただし，処理速度向上のため，CSV

形式アメダスデータ読み込み中はキャンセル不可能となっています。 

 

図 4-6 基本気象データ作成 確認ダイアログ 

 

図 4-7 基本気象データ作成プログレスバー 

 

(ディスク入れ替え時) 
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気象データ管理画面で基本気象データ（この例では 2005年）が作成された事を確認してください。 

作成された気象データファイル “Basic 2005” 

 

基本気象データ作成は以上です。 

 

4.3.3 期間平均気象データの作成 

 期間平均気象データ作成手順を説明します。複数年にわたる期間平均気象データを作成する場合，それぞれの年

のアメダスデータが必要となります。 

 

ADMER専用アメダスデータを利用する場合，該当する年のデータをすべてダウンロードしておいてください。 

アメダス観測年報 CD-ROMを利用し，複数年にわたる期間平均気象データを作成する場合，データは CD-ROM

から読み込む事は出来ません。必要なデータを事前に全てハードディスクの同一フォルダにコピーしておく必要があ

ります。1年間の期間平均気象データを作成する場合はこの限りではありません。 

 

 

ここでは例として 2005年 4月 1日から 2006年 3月 31日の期間平均気象データを作成する場合を取り上げます。 

 

1） 必要なアメダスデータを準備します。 

ADMER専用アメダスデータを利用する場合 

8.3.3アメダスデータのダウンロードを参照し，事前にダウンロードしておいてください。 

 

アメダス年報 CD-ROMを利用する場合 

(注 1)期間平均気象データ作成では ADMER インストールディレクトリに一時的に大きなファイルを作成します。計算範囲

にもよりますが，ADMER インストールディレクトリに２GB 程度の空き容量があることを確認の上，期間平均気象データの

作成を行なってください。 

(注 2)現在，全ての都道府県を含んだ計算範囲については，メモリ不足のため期間平均気象データが作成できないことが

確認されています。 メモリ２GB を搭載したマシンで，沖縄県を除いた計算範囲では，作成可能なことが確認されていま

す。 

(注 1）マシンスペックにもよりますが，基本気象データ作成にはかなりの時間(10分～20分程度)がかかる場合があ

ります。CSV形式のアメダスデータを用いる場合，特に時間がかかります。 

（注 2）CD-ROMから直接アメダスデータを読み込む際の注意事項 

マシン環境によってはCD-ROMドライブから直接データを読み込むと，一時的に基本気象データ作成処理が進ま

なくなる現象が発生する事が確認されています。通常，しばらくすると処理は再開されますが，あまりに時間がかか

る場合や頻繁に上記の現象が発生する場合，ハードディスクにアメダス観測年報 CD-ROM の内容をコピーしてか

ら基本気象データを作成してください。 

（注 3）大きな計算範囲の気象データを作成する場合，ADMER は自動的に分割処理を行います。このため，プロ

グレスバーが複数回現れることがあります。 
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2005年，2006年の AMeDASデータ CD-ROMを用意します。2004年以降のアメダス年報 CD-ROMは 1年

のデータが２枚に分かれて収録されています。 

アメダス年報 CD-ROM の中から必要なデータのみをハードディスクにコピーします。ここでは“G:￥amedas”以

下に必要なアメダスデータをコピーする事にします。 

なお，既に 2枚の CD-ROM内容をハードディスクにコピー済みの場合は，この操作は必要ありません。 

2005年，2006年 CSV形式のアメダスデータをコピーするには，以下の操作を実行します。 

2005 年，2006 年アメダス観測年報 CD-ROM 内の”I:￥amedas￥hourly￥YYYYMM”フォルダ（YYYY:年，

MM：月），つまり“200501”~“200512”と“200601”~“200612”を全て“G:￥amedas”以下にコピーします。 

 

2） ADMERを起動し画面左にある“気象データ”をクリックして気象データ管理画面に切り替えます。画面下部に

ある“拡張データ作成”ボタンをクリックすると，以下のようなダイアログが現れますので，“ある期間全ての平均

データ”を選択し“次へ”進んでください。 

図 4-8 拡張気象データ作成ダイアログ 

 

 

3） 期間平均気象データをどのデータを用いて作成するかを“元となるデータの種類”で切り替えます。この例で

は，“AMeDAS 及び日射量と雲量（各気象官署）データ”を選択します。ここで選択可能な項目は基本気象デ

ータ作成時と同様です。 

（注 1）作成月日に関わらず 1月～12月分のデータが必要となりますのでご注意ください。 

（注 2）アメダスデータファイル名，フォルダ名は変更せずコピーしてください。 

（注 3）2枚組みとなった 2004年以降のアメダスデータを利用する場合，各 CD内の amedas\hourlyフォルダ以下

の YYYYMMフォルダをハードディスク上の同一フォルダ内にコピーしてください。 
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図 4-9 期間平均気象データ作成種別選択ダイアログ 

 

 

4） 期間平均気象データの開始・終了期間を選択します。 

今回の例では，1999年 4月 1日～2001年 3月 31日を選択します。 

図 4-10 期間平均気象データ作成 期間設定ダイアログ 

 

 

5） ダウンロードしたアメダスデータを利用して作成することも，アメダス年報 CD-ROM を利用して作成することも

可能です。 

 

ADMER専用アメダスデータを利用する場合 

“ダウンロードしたアメダスデータを使用する”を選択して“次へ”ボタンをクリックします。 

 

アメダス年報 CD-ROMを利用する場合 

“アメダス年報CDのデータのみを利用する”を選択して，データのフォルダ位置を指定します。この例ではバイナ

リ・CSV 両形式のどちらのデータも“G:￥amedas”にコピーした事になっていますので“G:￥amedas”を指定しま

す。フォルダの指定が終わったら，“次へ”ボタンをクリックします。 
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図 4-11 アメダスデータフォルダ設定ダイアログ 

 

 

6） 作成内容を確認し，“データ作成”ボタンをクリックすると，期間平均気象データの作成が始まります。 

図 4-12 期間平均気象データ作成確認ダイアログ 

 

 

7） プログレスバーが現れ，作成処理が行なわれます。 

図 4-13 期間平均気象データ作成プログレスバー 

 

 

8） 期間平均気象データが作成されている事を気象データ管理画面で確認してください。 

 

気象データファイル“Period 1999/4/1-2001/3/31” 

 

期間平均気象データ作成は以上です。 

 

(注)利用するコンピュータの性能にもよりますが，期間平均気象データの作成処理には非常に時間がかかります。 
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4.3.4 毎月平均気象データの作成 

 毎月平均気象データとは，複数年の基本気象データを月毎に平均化したデータです。 

毎月平均気象データの作成には，作成開始年から終了年までの基本気象データが必要となります。例えば，

1998年から 2000年の 3年間の毎月平均データを作成する際には，1998年から 2000年の同じ作成種別の基

本気象データを事前に作成しておく必要があります。 

 4.1 ADMER気象データの種類 で説明したように基本気象データは，利用する元データの種類によって 3種

類に分けられます。毎月平均気象データもその作成種別を受け継いでいます。つまり異なる元データ種別の基

本気象データを利用して毎月平均気象データを作成する事は出来ません。 

 次の例では，計算範囲関東において 2004年から 2005年までの基本気象データ(AMeDAS及び日射量と雲

量（各気象官署）データから作成)を利用して，毎月平均気象データを作成します。 

 

1） 気象データ管理画面で 2004年から 2005年の基本気象データが存在する事を確認します。 

該当する基本気象データが無い場合は，4.3.2 基本気象データ作成に従い，必要な基本気象データを作

成してください。 

図 4-14 基本気象データの有無を確認 

 

 

2） 気象データ管理画面下部にある“拡張データ作成”ボタンをクリックすると以下のようなダイアログが現れます。

“複数年の月毎の平均データ”を選択し，“次へ”をクリックします。 

図 4-15 拡張気象データ作成ダイアログ 
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3） 以下のダイアログが現れますので，ここでは“AMeDAS 及び日射量と雲量（各気象官署）データ”を選択し，

“次へ”進みます。 

図 4-16 拡張気象データ作成種別選択ダイアログ 

 

 

4） データ期間の設定を行ないます。開始年を 2004年，終了年を 2005年にそれぞれ設定し，“次へ”をクリックし

ます。 

図 4-17 毎月平均気象データ 期間設定ダイアログ 

 

 

5） 以下のダイアログが現れます。設定を確認し，“データ作成”ボタンをクリックしてください。 

図 4-18 毎月平均気象データ作成確認ダイアログ 

 

 

(注）ここで選択可能な年は，該当する作成種別の基本気象データが存在する年のみとなっています。 
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6） プログレスバーが現れますので終了するまでそのままにして下さい。 

作成処理を途中で止める場合は“キャンセル”ボタンをクリックしてください。 

図 4-19 毎月平均気象データ作成プログレスバー 

 

 

気象データ管理画面で“Month 2004-2005”ができている事を確認します。 

毎月平均気象データ作成は以上です。 
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4.4 気象データの内容確認 

 ADMER には作成した気象データの内容を確認する機能が備わっており，以下の図を用いて気象データを確

認する事が可能です。 

・風配図 

・大気安定度分布 

 

4.4.1 大気安定度分布，風配図グラフの表示 

 気象データ管理画面で対象とする気象データを選択し，“安定度分布・風配図”タブをクリックします。そこで，

安定度分布または風配図を選択してください。 

 

図 4-20安定度分布 表示画面 
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図 4-21 風配図 表示画面 

 

図 4-22 安定度分布 範囲設定ダイアログ 
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表 4-3 安定度分布・風配図 設定項目 

項目 内容 備考 

表示年月 クリックして表示月を選択します。Ctrl や Shift キーを押しながら月

を選ぶと,複数月の平均を表示可能です。 

 

時間帯 表示する時間帯を選択します。  

範囲設定 範囲設定ダイアログが起動します。 

表示したい地点または範囲を設定可能です。 

結果表示地点として登録した地点は，直接選択可能です。 

範囲を指定すると，その範囲に含まれるグリッドの平均を算出し，図

化します。 

 

グラフを保存 グラフを拡張メタファイルもしくはビットマップ形式で保存することが

可能です。 

 

方位別折れ線 風配図の方位別の折れ線は，その方位の平均風速と出現頻度[%]

を表しています。 

風配図のみに存在 

 

表 4-4 表示設定と表示される値(基本気象データ) 

区分 降水量 平均風速 

表示する年月 出力地点 名称 内容 表示名 内容 

単月指定 

 

地点を指定 平均月降水量 指定地点の対象月降水量 平均風速 指定地点・指定月

の平均風速値 

範囲を指定 平均月降水量 指定範囲の対象期間 平均月

降水量 

指定範囲・指定月

の平均風速値 

期間を指定 

 

地点を指定 平均月降水量 指定地点の対象期間 平均月

降水量 

指定地点・指定期

間の平均風速値 

範囲を指定 平均月降水量 指定範囲の対象期間 平均月

降水量 

指定範囲・指定期

間の平均風速値 

表 4-5 表示設定と表示される値(期間平均気象データ) 

区分 降水量 平均風速 

表示する年月 出力地点 名称 内容 表示名 内容 

単月指定 

 

地点を指定 平均日降水量 指定地点及び範囲における対

象期間中の平均日降水量 

平均風速 指定地点及び範囲

における期間中の

平均風速 

範囲を指定 

期間を指定 

 

地点を指定 

範囲を指定 

 

表 4-6 表示設定と表示される値(毎月平均気象データ) 

区分 降水量 平均風速 

表示する年月 出力地点 名称 内容 表示名 内容 

単月指定 

 

地点を指定 平均月降水量 指定地点及び範囲における対

象期間の平均月降水量 

平均風速 指定地点及び範囲

における期間の平

均風速 

範囲を指定 

期間を指定 

 

地点を指定 

範囲を指定 
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4.5 気象データの登録 

 気象データ登録機能を用いて，他の PC 上の ADMERで作成した気象データを登録して利用することが可能

となります。ただし，登録する気象データの計算範囲緯度経度が，登録先計算範囲の緯度経度と同一である必

要があります。 

気象データを登録する際には，気象データ管理画面を表示し，ファイルメニューから“気象データ登録”を選択

し，ファイル選択ダイアログで登録したい気象データファイルを選択します。データ内容の妥当性のチェックが行

われ，データが追加されます。 

 

図 4-23 気象データ登録メニュー 

 

 

 

 

注 1）Ver.1.5以前のバージョンの ADMERで作成した気象データは登録することはできません。 

注 2）ADMER Ver.2.5からは，緯度経度が世界測地系の値に変更となりました。日本測地系の値を利

用している Ver.2.0 の気象データを登録すると，実際には若干異なる計算範囲の気象データを登録す

ることになりますので，ご注意ください。 
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5 排出量データについて 

 ADMERによるシミュレーション計算では，対象とする物質の排出量に関する情報が必要となります。ADMERに

は計算に必要となる排出量データを作成する機能が組み込まれています。 

 

5.1 ADMERで取り扱う排出量データのグリッドサイズ 

ADMERで取り扱う排出量データは，大きく分けて ADMERグリッド単位のグリッド排出量データとサブグリッド

単位のサブグリッド排出量データの２つに分かれます。 

 さらにサブグリッド排出量は，1km グリッド単位，500m グリッド単位，100m グリッド単位の 3 種類に分けられま

す。 

 

5.2 ADMERで利用可能な排出量データ作成手法 

 ADMERで可能な排出量データの作成方法は，大きく分けて 6種類が存在します。 

 

 以下に，6種類の手法で作成される排出量データの名称と内容を説明します。 

 表 5-1 排出量データ作成手法 

名称 内容 備考 

点源排出量 地点を緯度経度で指定し，その地点における排出

量を設定します。その地点を含むグリッドの排出量

とします。サブグリッド排出量では排出高さの情報も

必要となります。 

グリッド排出量，サブグリッド排出量で利

用可能。 

県別排出量 県単位で総排出量を与え，選択した指標データに

応じて県内のグリッドに割り振ります。 

グリッド排出量でのみ利用可能。 

市町村別排出量 市区町村単位で総排出量を与え，選択した指標デ

ータに応じて市区町村のグリッドに割り振ります。 

グリッド排出量でのみ利用可能。 

総排出量 選択した指標全体に対する総排出量を与え，指標

値に応じてグリッドに割り振ります。サブグリッド排出

量では排出高さの情報も必要となります。 

グリッド排出量，サブグリッド排出量で利

用可能。 

日本全国での総排出量が判明している

物質があった場合，全国分のデータが

収録されている指標データを用いれば

日本全国の総排出量から対象計算範囲

内における排出量のみを割り振りで得る

ことができます。 

排出係数 指標値 1 単位に対する排出係数を与えて，グリッド

の排出量を計算します。排出量＝指標値×排出係

数となります。サブグリッド排出量では排出高さの情

報も必要となります。 

グリッド排出量，サブグリッド排出量で利

用可能。 

グリッド排出量デー

タソース 

ADMER データアップデートでダウンロードしたグリ

ッド排出量データソースを利用して，グリッド排出量

データを作成します。 

グリッド排出量データソースは，作成済みのグリッド

排出量データであり，作成時にユーザーが設定を

変更することはできません。 

グリッド排出量データでのみ利用可能。 
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5.3 排出量データ管理画面 

 排出量データ管理画面では，排出量データの作成と削除及び確認を行う事が出来ます。 

排出量データ管理画面は，さらにグリッド排出量とサブグリッド排出量に分かれています。 

図 5-1 排出量データ管理画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“グリッド排出量データ”や“サブグリッド排出量”，またはディレクトリ(ここでは

“dir01”)を選択して右クリックし，“新規作成”－“新規ディレクトリ”を選択する

と，ディレクトリを作成する事が出来ます。 
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5.4 グリッド排出量データ 点源排出量データで作成 

 グリッド排出量を点源排出量で作成するには，以下の操作を実行してください。 

 

1） 排出量データ管理でグリッド排出量データをクリックします。画面下部の“新規データ”ボタンをクリックしてく

ださい。すると次のダイアログが現れます。データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの

種類として点源排出量が選択されている事を確認して，“次へ”進みます。 

図 5-2 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（点源排出量） 

 

 

2） 次のダイアログが表示されたら，“追加”ボタンをクリックしてください。点源データ新規追加ダイアログが現れ

ますので，地点名，緯度経度，排出量[t/year]を入力し“OK”ボタンをクリックします。 

図 5-3 点源登録ダイアログ 

 

（注）このデータ名は，グリッド排出量データ管理画面において排出量データの名前として表示されます。 
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図 5-4 点源新規追加ダイアログ 

 

図 5-5 新規点源追加後のダイアログ 

 

 

3） 新規に入力した点源が登録されたのを確認して“次へ”をクリックします。 

すると，以下の時間帯比率設定ダイアログが現れますので,必要な事項を適宜入力して,“次へ”をクリックしま

す。 

図 5-6 時間帯比率設定ダイアログ（点源） 

 

（注 1）緯度経度は，世界測地系の値を入力してください。 

（注 2）ここで1地点ずつ名称，緯度経度，排出量を入力するのではなく，事前に作成しておいたファイルからま

とめて読み込む事が出来ます。この場合，“ファイル読み込み”ボタンをクリックしてください。ファイル選択ダイ

アログが現れます。ファイルのフォーマットについては5.14 排出量ソース指定ファイルのフォーマット を参照し

てください。 
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4） 作成内容を確認し，“データ作成”ボタンをクリックするとグリッド排出量データが作成されます。排出量デー

タ管理画面で新しいグリッド排出量データが作成されている事を確認してください。 

図 5-7 グリッド排出量データ作成(点源) 確認ダイアログ 

 

 

点源を指定したグリッド排出量データ作成は以上です。 

（注）ここで，“時間帯毎の排出量の割合を設定する”を選択すると 1日あたりの排出量を時間帯毎に割り振る事

が出来ます。入力欄に適当な値を入れると，それらの合計値から比率を計算し時間帯毎の排出量を計算しま

す。 
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5.5 グリッド排出量データ 県別排出量で作成 

 都道府県に対して総排出量を設定し，指標データを用いて，総排出量を各グリッドに割り振ります。指標データ

は複数選択可能です。 

 ここでは例として計算範囲 関東を例に説明します。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログが現

れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として県別排出量が選択されてい

る事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-8 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（県別排出量） 

 

 

2） 利用する指標データにチェックをつけてください。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要

があります。 

図 5-9 指標データ選択ダイアログ（県別排出量） 

 

 

3） 対象物質の県別排出量を入力し“次へ”進みます。単位は[t/year]です。 
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図 5-10 県別排出量入力ダイアログ 

 

 

4） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 

図 5-11 時間帯比率設定ダイアログ（県別排出量） 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

図 5-12 グリッド排出量データ作成確認ダイアログ(県別排出量) 

 

 

（注 1）ここで毎回手入力するのではなく，事前に作成しておいたファイルからまとめて読み込む事が出来ます。この場

合，“ファイル読み込み”ボタンをクリックしてください。ファイル選択ダイアログが現れます。ファイルのフォーマットについ

ては 5.14 排出量ソース指定ファイルのフォーマット を参照してください。 
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 グリッド排出量データ管理画面で，新しい排出量データが作成されている事を確認してください。 

 

5.6 グリッド排出量データ 市区町村別排出量で作成 

 市区町村に対して総排出量を設定し，指標データを用いて，総排出量を各グリッドに割り振ります。指標データ

は複数選択可能です。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログが現

れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として市町村別排出量が選択され

ている事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-13 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（市町村別排出量） 

 

 

2） 利用する指標データにチェックをつけてください。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要

があります。 

図 5-14 指標データ選択ダイアログ（市町村別排出量） 

 

 

3） 対象物質の市町村別排出量を入力し“次へ”進みます。単位は[t/year]です。 
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図 5-15 市町村別排出量入力ダイアログ 

 

 

4） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 

図 5-16 時間帯比率設定ダイアログ（市町村別排出量） 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

（注 1）ここで毎回手入力するのではなく，事前に作成しておいたファイルからまとめて読み込む事が出来ます。この場

合，“ファイル読み込み”ボタンをクリックしてください。ファイル選択ダイアログが現れます。ファイルのフォーマットについ

ては 5.14 排出量ソース指定ファイルのフォーマット を参照してください。 

(注 2)このダイアログで表示される市町村名は，選択した指標データに含まれる市区町村のみとなっていま

す。また市町村名は計算範囲管理画面の行政コードで登録されている市町村名が利用されます。 
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図 5-17 グリッド排出量データ作成(市町村排出量) 確認ダイアログ 

 

 

 グリッド排出量データ管理画面で，新しい排出量データが作成されている事を確認してください。 
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5.7 グリッド排出量データ 総排出量で作成 

 総排出量を指定すると，指定する指標データすべてに対して総排出量を与え，計算範囲内に存在する指標デ

ータ分だけが，排出量データとして得られます。 

 つまり，指標データがどの範囲のデータを収録したものかを知っておく必要があります。ADMER 内蔵の指標

データについては，9 ADMER付属データについて を参照してください。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログが現

れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として総排出量が選択されている

事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-18 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（総排出量） 

 

 

2） 利用する指標データにチェックをつけてください。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要

があります。 

図 5-19 指標データ選択ダイアログ（総排出量） 

 

 

3） 対象物質の指標データ全体に対する総排出量を入力し“次へ”進みます。単位は[t/year]です。 
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図 5-20 総排出量入力ダイアログ 

 

 

4） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 

図 5-21 時間帯比率設定ダイアログ（総排出量） 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

図 5-22 グリッド排出量データ作成(総排出量) 確認ダイアログ 

 

 

 グリッド排出量データ管理画面で，新しい排出量データが作成されている事を確認してください。 
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5.8 グリッド排出量データ 排出係数で作成 

 排出係数を指定すると，以下の式で，各グリッドの排出量が計算されます。 

 

グリッドの排出量＝グリッドの指標データ値×その指標データに対する排出係数 

 

ここで，複数の指標を選択すると，それぞれの指標毎に排出係数が設定でき，グリッド排出量は合計値が出力さ

れます。 

 排出係数でグリッド排出量データを作成するには以下の操作を実行してください。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログが現

れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として排出係数が選択されている

事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-23 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（排出係数） 

 

 

2） 利用する指標データにチェックをつけてください。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要

があります。 

図 5-24 指標データ選択ダイアログ（排出係数） 
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3） 単位指標データ値に対する排出係数を入力し“次へ”進みます。排出係数の単位は[g/sec/“指標データの

単位”]です。 

図 5-25 排出係数入力ダイアログ 

 

 

4） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 

図 5-26 時間帯比率設定ダイアログ（排出係数） 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

図 5-27 グリッド排出量データ作成(排出係数) 確認ダイアログ 

 

 

 排出量データ管理画面で，新しい排出量データが作成されている事を確認してください。 
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5.9 グリッド排出量データ グリッド排出量データソースを利用して作成 

各グリッドに排出量が与えられたグリッド排出量データソースから，グリッド排出量を作成します。 

グリッド排出量データソースは，ADMER データアップデートを通じて入手可能なデータであり，これを利用

してグリッド排出量データを作成する場合，事前に入手しておく必要があります。 

入手方法については， 8.3.4グリッド排出量データソースのダウンロードを参照してください。 

 

グリッド排出量データソースには，あらかじめ適切な方法で作成されたグリッド排出量自体が収録されていま

す。 

このため，グリッド排出量データソースを用いる場合，グリッド排出量データの化学物質名は，グリッド排出量

データソースに記述された化学物質となり，ユーザーが変更することはできません。 

また，時間帯毎の比率などの設定も変更することはできません。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面下部の"データ作成"ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログが現れ

ます。元データの種類としてグリッド排出量データソースが選択されている事を確認し，"次へ"をクリックしてく

ださい。 

図 5-28 グリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（グリッド排出量データソース） 

 

 

2） 利用するグリッド排出量データソースにチェックをつけてください。 

図 5-29 排出量データソースの選択 

 

 

3） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 
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図 5-30 グリッド排出量データ作成(グリッド排出量データソース) 確認ダイアログ 
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5.10 サブグリッド排出量について 

 サブグリッド計算を行う前にサブグリッド排出量を作成する必要があります。 

サブグリッド排出量は，サブグリッド対象として事前に登録した（3.8.1 サブグリッドの新規追加参照）ADMER グリ

ッドに対して作成します。 

つまり，サブグリッド対象として登録されたADMERグリッドが存在しない場合，サブグリッド排出量を作成すること

は出来ません。 
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5.11 サブグリッド排出量データ 点源排出量で作成 

 サブグリッド排出量を点源排出量で作成するには，以下の操作を実行してください。 

 

1） 排出量データ管理でサブグリッド排出量データをクリックします。画面下部の“新規データ”ボタンをクリックし

てください。すると次のダイアログが現れます。データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元デー

タの種類として点源排出量が選択されている事を確認して，“次へ”進みます。 

図 5-31 サブグリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（点源排出量） 

 

2） 対象のサブグリッドとサブグリッドサイズを選択し，次へ進みます。 

図 5-32 サブグリッド排出量データ作成 サブグリッド選択ダイアログ（点源排出量） 

 

3） 次のダイアログが表示されたら，“追加”ボタンをクリックしてください。点源データ新規追加ダイアログが現れ

ますので，地点名，緯度経度，排出量[t/year]と排出高度[m]を入力し“OK”ボタンをクリックします。 
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図 5-33 点源登録ダイアログ 

 

図 5-34 点源新規追加ダイアログ 

 

 

 

図 5-35 新規点源追加後のダイアログ 

  

 

 

（注 1）緯度経度は世界測地系の値を入力してください。 

（注 2）ここで1地点ずつ名称，緯度経度，排出量を入力するのではなく，事前に作成しておいたファイルからま

とめて読み込む事が出来ます。この場合，“ファイル読み込み”ボタンをクリックしてください。ファイル選択ダイ

アログが現れます。ファイルのフォーマットについては5.14 排出量ソース指定ファイルのフォーマット を参照し

てください。 
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4） 新規に入力した点源が登録されたのを確認して“次へ”をクリックします。 

すると，以下の時間帯比率設定ダイアログが現れますので,必要な事項を適宜入力して,“次へ”をクリックしま

す。 

図 5-36 時間帯比率設定ダイアログ（点源） 

 

 

5） 作成内容を確認し，“データ作成”ボタンをクリックするとサブグリッド排出量データが作成されます。排出量

データ管理画面で新しいサブグリッド排出量データが作成されている事を確認してください。 

図 5-37 サブグリッド排出量データ作成(点源) 確認ダイアログ 

 

 

点源を指定したサブグリッド排出量データ作成は以上です。 

 

 

 

 

（注）ここで，“時間帯毎の排出量の割合を設定する”を選択すると 1日あたりの排出量を時間帯毎に割り振る事

が出来ます。入力欄に適当な値を入れると，それらの合計値から比率を計算し時間帯毎の排出量を計算しま

す。 



 

 87 

5.12 サブグリッド排出量データ 総排出量で作成 

 総排出量を指定すると，指定する指標データすべてに対して総排出量を与え，計算範囲内に存在する指標デ

ータ分だけが，排出量データとして得られます。 

 つまり，指標データがどの範囲のデータを収録したものかを知っておく必要があります。ADMER 内蔵の指標

データについては，9 ADMER付属データについて を参照してください。 

 

1） サブグリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログ

が現れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として総排出量が選択されている

事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-38 サブグリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（総排出量） 

 

 

2） 対象のサブグリッドとサブグリッドサイズを選択し，次へ進みます。 

なお，サブグリッドサイズに応じた指標データが必要となります。サブグリッド指標データについては，3.6 指標デー

タについて を参照してください。 

図 5-39 サブグリッド排出量データ作成 サブグリッド選択ダイアログ（総排出量） 

 

3） 利用する指標データにチェックをつけてください。選択したサブグリッドサイズの指標データのみが表示され

ます。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要があります。 
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図 5-40 サブグリッド指標データ選択ダイアログ（総排出量） 

 

 

4） 対象物質の指標データ全体に対する総排出量を入力し“次へ”進みます。単位は[t/year]です。 

図 5-41 総排出量入力ダイアログ 

 

 

5） 排出高度を入力します。 

図 5-42 サブグリッド排出標高入力ダイアログ 

 

 

6） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 
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図 5-43 時間帯比率設定ダイアログ（総排出量） 

 

 

7） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

図 5-44 サブグリッド排出量データ作成(総排出量) 確認ダイアログ 

 

 

 サブグリッド排出量データ管理画面で，新しい排出量データが作成されている事を確認してください。 
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5.13 サブグリッド排出量データ 排出係数で作成 

 排出係数を指定すると，以下の式で，各サブグリッドの排出量が計算されます。 

 

サブグリッドの排出量＝サブグリッドの指標データ値×そのサブグリッド指標に対する排出係数 

 

ここで，複数の指標を選択すると，それぞれの指標毎に排出係数が設定でき，サブグリッド排出量は合計値が出

力されます。 

 排出係数でサブグリッド排出量データを作成するには以下の操作を実行してください。 

 

1） サブグリッド排出量データ管理画面下部の“データ作成”ボタンをクリックしてください。すると次のダイアログ

が現れます。 

データ名及び物質名を入力（もしくはリストから選択）し，元データの種類として排出係数が選択されている

事を確認し，“次へ”をクリックしてください。 

図 5-45 サブグリッド排出量データ作成 選択ダイアログ（排出係数） 

 

 

2） 対象のサブグリッドとサブグリッドサイズを選択し，次へ進みます。なお，サブグリッドサイズに応じた指標デ

ータが必要となります。 

図 5-46 サブグリッド排出量データ作成 サブグリッド選択ダイアログ（総排出量） 

 

3） 利用する指標データにチェックをつけてください。複数指標データを利用する場合は，同じ単位である必要

があります。 
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図 5-47 サブグリッド指標データ選択ダイアログ（排出係数） 

 

 

 

4） 単位サブグリッド指標データ値に対する排出係数を入力し“次へ”進みます。排出係数の単位は[g/sec/“サ

ブグリッド指標データの単位”]です。 

図 5-48 排出係数入力ダイアログ 

 

 

5） 排出標高を設定します。 

図 5-49 サブグリッド排出標高入力ダイアログ 

 

 

6） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 
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図 5-50 時間帯比率設定ダイアログ（排出係数） 

 

 

7） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。 

図 5-51 サブグリッド排出量データ作成(排出係数) 確認ダイアログ 

 

 

 サブグリッド排出量データ管理画面で，新しいサブグリッド排出量データが作成されている事を確認してくだ

さい。 
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5.14 排出量ソース指定ファイルのフォーマット 

 点源排出量の点源情報，及び県別排出量・市町村別排出量の設定を別途ファイルに記述しておき，グリッド排

出量データ作成時に読み込む事で入力の手間を省く事が出来ます。 

 ここでは，それぞれのファイルフォーマットについて説明します。サンプルデータファイルがインストールフォルダ

以下“SampleData”フォルダにありますので参考にして下さい。 

 

サンプルデータファイル名 

・ グリッド排出量点源設定サンプル(テトラクロロエチレン).csv 

・ グリッド排出量県別排出量設定サンプル(テトラクロロエチレン).csv 

・ グリッド排出量市町村別排出量設定サンプル(テトラクロロエチレン).csv 

・ サブグリッド点源設定サンプル(テトラクロロエチレン).csv 

 

各ファイルフォーマット共通事項 

・ ファイル先頭で“// ”から始まる行はコメント行として扱われます。何行でも構いませんが，ファイル先頭にの

み許されており，ファイル途中に//で始まる行があってもコメント行として扱われませんのでご注意ください。 

・ 各データの区切りはカンマ区切り(CSV形式)になっています。 

・ スペースは無視されますが，カンマの数はデータ数に合わせてください。 

・ ファイル内に物質名称を記入しますが，グリッド排出量データ作成時には排出量作成ダイアログで指定した

物質名称が優先されます。 

図 5-52 優先される物質名称(グリッド排出量データ作成時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで設定した物質名が優先 
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1） グリッド排出量点源データ指定ファイル 

システム添付サンプルは“グリッド排出量点源設定サンプル.csv” 

 

2） グリッド排出量県別排出量指定ファイル 

システム添付サンプルは“グリッド排出量県別排出量設定サンプル.csv” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） グリッド排出量市町村別排出量指定ファイル 

システム添付サンプルは“グリッド排出量市町村別排出量設定サンプル.csv” 

（注 1)緯度経度は世界測地系の値を使用してください。 

（注 2)地点位置は度単位で指定してください。 

//点発生源データサンプル,,,, 

//関東地方,,,, 

サンプル物質 

経済産業省本省,139.75,35.67,3000 

福生市役所,139.33,35.74,2000 

横浜市役所,139.64,35.44,1000 

小田原市役所,139.16,35.26,600 

大宮市役所,139.63,35.9,1500 

・・ 

先頭の//で始まる行はコメント行として扱われる。 

物質名称 

地点名称，経度（度単位），緯度（度単位），年間排出

量[t/year] 

// ファイル先頭の"//"はコメント行であることを示します。  

//都道府県別発生源データサンプル,,, 

//関東地方,,, 

//都道府県,都道府県コード,値(t/year)の順で記入します。 

サンプル物質 

茨城県  ,  08 , 619.0 

栃木県  ,  09 , 598.0 

群馬県  ,  10 , 476.0 

埼玉県  ,  11 , 2204.0 

千葉県  ,  12 , 1372.0 

東京都  ,  13 , 4921.0 

神奈川県,  14 , 1683.0 

この例では先頭 4行がコメント行 

都道府県名，都道府県コード，年間排出量

[t/year] 

 

物質名称 
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4） サブグリッド排出量点源データ指定ファイル 

システム添付サンプルは“サブグリッド排出量点源設定サンプル.csv” 

サブグリッドの点源データ指定ファイルでは，排出高度が追加されていることに注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// ファイル先頭の"//"はコメント行であることを示します。  

//このファイルは市町村別発生源データサンプルです。 

//・物質名 

//・県+市町村名,市町村コード,(t/year) 

//の順で記入します。 

サンプル物質 

茨城県水戸市  , 08201, 58.27195 

茨城県日立市  , 08202, 114.56224 

茨城県土浦市  , 08203, 25.65812 

茨城県古河市  , 08204, 11.09249 

茨城県石岡市  , 08205, 9.86776 

・・ 

先頭 5行がコメント行 

物質名称 

県+市町村名，市町村コード，年間排出量

[t/year] 

（注）市町村単位での排出量をファイルに記述し，読み込んで利用する場合は注意が必要です。工業統計，人口デ

ータ等が作成された年度の市町村コードと現在の市町村コードは，新設，合併等により異なっている可能性がありま

す。例えば ADMER 内蔵の工業統計データを利用して割り振りを行う際に，工業統計データに存在しない市町村コ

ードの排出量が指定された場合，ADMERはその市町村コードの排出量を０として扱います。ADMER添付のデータ

に関しては，9 ADMER付属データについて を参照してください。 

（注)緯度経度は世界測地系の値を使用してください。 

//サブグリッド点発生源データサンプル,,,, 

//関東地方,,,, 

サンプル物質 

経済産業省本省,139.75,35.67,3000,5.23 

福生市役所,139.33,35.74,2000 ,4.1 

横浜市役所,139.64,35.44,1000 , 12.2 

・・ 

先頭の//で始まる行はコメント行として扱われる。 

物質名称 

地点名称，経度(度単位)，緯度(度単位)，

年間排出量[t/year]，排出高度[m] 
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5.15 排出量データの確認 

 排出量データ管理画面では以下の図，あるいは表を用いて排出量データを確認する事が可能です。以下にこ

れらの項目について説明します。 

・ 排出量データヒストグラム 

・ 排出量データ数値表示 

・ 排出量データ分布図 
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5.15.1 排出量データヒストグラムの表示 

 グリッド排出量データ管理画面またはサブグリッド排出量データ管理画面で，対象とする排出量データをクリック

し，“ヒストグラム”タブをクリックすると以下のような画面が現れます。 

 ヒストグラムでは，各階級の値を表示したり，時間帯毎に表示したりする事が可能です。 

また，“グラフを保存”ボタンでメタファイル形式またはビットマップ形式の画像としてグラフを保存する事が可能で

す。 

図 5-53 グリッド排出量データヒストグラム表示例 

 

 “階級設定”ボタンをクリックすると，以下のような階級設定ダイアログが現れ，階級設定を変更する事が可能で

す。 

図 5-54 グリッド排出量データヒストグラム 階級設定ダイアログ 

 

 

“ヒストグラム”タブ“ 

ここから分布図を表示す

る事も可能です。 

ヒストグラムの値表示の ON

／OFF制御 

階級値の追加及び削除が

可能です。 

”自動設定”を押すと自動的

に階級が設定されます。 

登録した階級設定を呼び出す

ことが可能です。 

最大値・最小値と分割数を指定し

て階級設定を行ないます。 

表示中の階級設定に名前を付

けて保存することが可能です。 
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5.15.2 排出量データの値表示 

 グリッド排出量データ管理画面で，対象とするグリッド排出量データをダブルクリックし，“数値表示”タブをクリッ

クすると以下のような画面が現れます。 

図 5-55 グリッド排出量データ 数値表示画面 

 

 

  数値表示はグリッド番号，時間帯タブをクリックすると，その項目でソートする事ができます。 

 

5.15.3 排出量データ分布図の表示 

 排出量データのヒストグラムを表示し，“分布図表示”ボタンをクリックすると，別ウィンドウに排出量データ分布図

が現れます。 

分布図は，その他の図(計算範囲図や計算結果表示図)とあわせて 2つまで起動することが可能です。 

また，階級値設定ダイアログでは，ヒストグラム表示と同様の階級値の変更が可能です。 

分布図の階級色は階級設定ダイアログのカラーテーブルを変更してください。登録済みのカラーテーブルの

中から選択して変更することが可能です。 
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以下に表示例と，表示項目に関する説明を示します。 

図 5-56 グリッド排出量データ 分布図分布図 表示例 

 

図 5-57 階級設定ダイアログ カラーテーブルの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示する時間帯を切り替えます 

Bmp または拡張メタファイル形式で

出力可能です。 

階級設定ボタン 

カラーテーブルの変更が可能

です。 
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表 5-2 グリッド排出量データ 項目 

項目 内容 備考 

計算範囲情報 計算範囲 四隅の緯度経度，グリッド数が表示されます。  

ADMER グリッド表

示 

計算範囲内の ADMERグリッドが表示できます。 

・すべて(陸地・沿岸・海域)を表示 

計算範囲内の全ての ADMERグリッドを表示します。 

・陸地・沿岸域を表示 

陸地＋沿岸に分類される ADMERグリッドを表示します。 

・陸地のみ表示 

計算範囲内の陸地に分類される ADMER グリッドを表示し

ます。 

・計算対象都道府県のみ表示 

計算範囲作成時にチェックをつけた都道府県に分類される

ADMERグリッドを表示します。 

・土地利用面積が存在するグリ

ッドを陸地と考え，陸地から

ADMERグリッドで数えて 4グリ

ッド以内を沿岸域としています。 

・計算対象都道府県とは，計算

範囲作成時にチェックをつけた

都道府県です。ADMER はこ

の計算対象都道府県に属する

ADMER グリッドについての

み，大気中濃度や沈着量を計

算します。 

登録地点表示 計算範囲に登録されている結果表示地点を表示します。地

点のみや地点名も表示することが可能です。 

 

背景データ表示 背景データとして登録した図を表示できます。 

表示の順序は，計算範囲管理画面の背景データタブで調整

してください。 

 

時間帯切り替え 表示する時間帯を切り替えます。  

凡例表示 指標データを表示している場合，凡例が表示可能です。 

階級の設定はウィンドウ上部の階級設定ボタンをクリックして

ください。 
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5.16 既存グリッド排出量データの編集 

 グリッド排出量データ管理画面で，既に存在するグリッド排出量データを選択し，画面下部の“データ編集”ボタ

ンをクリックすると，元のグリッド排出量データの名前を変更して再編集を行うことが出来ます。例えば同じようなデ

ータを作成する場合など，作成の手間を省く事が出来ます。 

 



 

 102 

5.17 排出量データの合成 

 複数の排出量データを合成して，新たに排出量データを作成する事が可能です。合成を行うと，それぞれの排

出量データの各グリッドの排出量が合計されて新しい排出量データが作成されます。グリッド排出量データの合

成は，同じ物質同士の場合のみ可能となっています。 

サブグリッド排出量データの合成は，物質名称，グリッド番号，グリッドサイズが一致する場合のみ合成可能となっ

ています。 

 以下の例では，２つのグリッド排出量データ，“点源 02”と“点源 03”を合成します。 

 

1） グリッド排出量データ管理画面にて，“点源 02”と“点源 03”が存在する事を確認します。 

図 5-58 グリッド排出量データの確認 

 

2） 2つのグリッド排出量データの物質が同じである事を確認し，ShiftキーまたはCtrlキーを押しながらクリック

し，2つのグリッド排出量データが選択された状態にし，選択されたグリッド排出量上で右クリックして現れる“デ

ータ合成”をクリックします。 
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図 5-59 グリッド排出量データの選択 

 

3） ダイアログに合成後の排出量データの名前を入力し，“OK”ボタンをクリックしてください。データ合成処理

が行なわれます。 

図 5-60 合成グリッド排出量データ名称設定ダイアログ 

 

 

4） グリッド排出量データが合成され，新たに作成されている事を確認します。 



 

 104 

図 5-61 合成されたグリッド排出量データの確認 

 

 

グリッド排出量データの合成は以上です。 
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5.18 グリッド排出量データファイルフォーマット 

 グリッド排出量データファイルのフォーマットは以下の通りとなっています。 

以前のバージョンから変更されていますので，ご注意ください。 

 なお ADMER は，計算時に排出量データファイルの妥当性(書式，データ内容)をチェックしていません。

ADMER の作成機能を利用せずに作成したグリッド排出量データを利用する場合は，ファイルフォーマットを厳

守するようにして下さい。ファイルフォーマットが異なるデータを扱うと，ADMER のエラーやおかしな計算結果の

原因となる事があります。表 5-4 グリッド排出量データを作成・編集する際の注意点 も参考にして下さい。 

 

表 5-3 グリッド排出量フォーマット 

行 項目 サンプル 備考 

1 systemが添付するヘッダ情報 1  ユーザー作成の場合，空白にしておく。 

2 systemが添付するヘッダ情報 2  ユーザー作成の場合，空白にしておく。 

3 systemが添付するヘッダ情報 3  ユーザー作成の場合，空白にしておく。 

4 計算領域の左下隅緯度，経度 (度,分,秒) 34, 50,  0,138, 18, 45 整数(カンマ区切り) 

該当計算範囲の緯度経度と同じです。 

5 計算領域の右上隅緯度，経度 (度,分,秒) 34, 50,  0,140, 56, 15, 整数(カンマ区切り)。 

6 計算領域の左下隅緯度，緯度 (度,分,秒) 37, 12, 30,140, 56, 15, 整数(カンマ区切り)。 

7 計算領域の右上隅緯度，緯度 (度,分,秒) 37, 12, 30,138, 18, 45, 整数(カンマ区切り)。 

8 X方向グリッド数，Y方向グリッド数 42,57 整数(カンマ区切り)。 

9 対象物質名 テトラクロロエチレン  

10 X 方向グリッド番号，Y 方向グリッド番号，排出

量(0時から 4時)，排出量(4時から 8時)，排

出量(8 時から 12 時)，排出量(12 時から 16

時)，排出量(16時から 20時)，排出量(20時

から 24時) 

3, 40, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 

7.40485E-05,7.40485E-05, 

7.40485E-05,7.40485E-05 

・グリッド番号は整数，排出量は実数で，デ

ータの区切りはカンマ区切りとする。 

・データは常に時間帯数分（６個）並べる必

要がある。 

・各時間帯の排出量の単位は[g/sec]。 

11 X方向グリッド番号，Y方向グリッド番号，(排出

量[g/sec] 各時間帯の並び） 

4, 41, 9.93944E-04, 9.93944E-04, 

9.93944E-04,9.93944E-04, 

9.93944E-04,9.93944E-04 

 

・ 以下，排出量を設定するグリッド数分続く ・ ・ 

 

（注）1 つのメッシュについて複数の行で排出量が定義されている場合，ADMER はそのメッシュの合計値を用いて計算を

行ないます。 
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 以下は ADMERが作成した計算範囲 関東のグリッド排出量データファイルのサンプルです。 

 

表 5-4 グリッド排出量データを作成・編集する際の注意点 

編集 グリッド排出量データの作成・編集にはメモ帳などのプレーンなテキストが取り扱えるエディタを利用

してください。Excel を用いて作成・編集を行う事も出来ますが，この場合，行頭の空白が保存時に

削除される場合があります。ファイルを保存した後，上記のエディタで確認し，空白行が無くなってい

る場合は追加するようにしてください。 

ファイル拡張子 ADMERはグリッド排出量データに emd という拡張子をつけます。ただし，どのような拡張子であっ

ても，ADMER に登録して利用する事は出来ますので，グリッド排出量データを自分で作成する場

合，拡張子は任意です。emdはグリッド排出量データオリジナルの拡張子です。 

ファイルの保存

場所 

ADMERは作成したグリッド排出量データをインストールフォルダ以下のProject以下にある各計算

範囲フォルダのEmissionDataフォルダに格納します。ただし，自分でグリッド排出量データを作成

する場合，保存場所は任意の位置で構いません。このデータを計算に利用するには，グリッド排出

量データの登録を行ってください。 

グリッド排出量データの登録については，5.20排出量データの登録 を参照してください。 

サンプルデータ インストールフォルダ以下Project以下にあるSampleDataフォルダにサンプルデータがありますの

で，参考にして下さい。 

 

prefecture 

industrialstatistics,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

1,1,1,1,1,1 

34, 50,  0,138, 18, 45 

34, 50,  0,140, 56, 15 

37, 12, 30,140, 56, 15 

37, 12, 30,138, 18, 45 

          42 ,          57 

 テトラクロロエチレン 

   3,  40, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05 

   4,  41, 9.93944E-04, 9.93944E-04, 9.93944E-04, 9.93944E-04, 9.93944E-04, 9.93944E-04 

   5,  40, 7.59789E-05, 7.59789E-05, 7.59789E-05, 7.59789E-05, 7.59789E-05, 7.59789E-05 

   5,  41, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05, 7.40485E-05 

   5,  42, 3.20158E-04, 3.20158E-04, 3.20158E-04, 3.20158E-04, 3.20158E-04, 3.20158E-04 

   5,  43, 2.06115E-04, 2.06115E-04, 2.06115E-04, 2.06115E-04, 2.06115E-04, 2.06115E-04 

   6,  32, 1.13175E-04, 1.13175E-04, 1.13175E-04, 1.13175E-04, 1.13175E-04, 1.13175E-04 

   6,  34, 1.23405E-04, 1.23405E-04, 1.23405E-04, 1.23405E-04, 1.23405E-04, 1.23405E-04 

   6,  35, 8.04371E-05, 8.04371E-05, 8.04371E-05, 8.04371E-05, 8.04371E-05, 8.04371E-05 

   6,  42, 2.81840E-03, 2.81840E-03, 2.81840E-03, 2.81840E-03, 2.81840E-03, 2.81840E-03 

   6,  44, 3.49229E-04, 3.49229E-04, 3.49229E-04, 3.49229E-04, 3.49229E-04, 3.49229E-04 

   7,  30, 2.02695E-04, 2.02695E-04, 2.02695E-04, 2.02695E-04, 2.02695E-04, 2.02695E-04 

   7,  31, 6.12396E-05, 6.12396E-05, 6.12396E-05, 6.12396E-05, 6.12396E-05, 6.12396E-05 

・・・・・・ 
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5.19 サブグリッド排出量データファイルフォーマット 

 サブグリッド排出量データファイルのフォーマットは以下の通りとなっています。 

 なお ADMER は，サブグリッド計算時にサブグリッド排出量データファイルの妥当性(書式，データ内容)をチェ

ックしていません。ADMER の作成機能を利用せずに作成したサブグリッド排出量データを利用する場合は，フ

ァイルフォーマットを厳守するようにして下さい。ファイルフォーマットが異なるデータを扱うと，ADMER のエラー

やおかしな計算結果の原因となる事があります。表 5-6 サブグリッド排出量データを作成・編集する際の注意点

も参考にして下さい。 

 

表 5-5 グリッド排出量フォーマット 

行 項目 サンプル 備考 

1 systemが添付するヘッダ情報 1  ユーザー作成の場合，空白にしておく 

2 systemが添付するヘッダ情報 2  ユーザー作成の場合，空白にしておく 

3 systemが添付するヘッダ情報 3  ユーザー作成の場合，空白にしておく 

4 サブグリッド対象領域の左下隅経度 (度,分,

秒) 

35, 40,  0,139, 41, 15, 整数(カンマ区切り) 

この数値は同じサブグリッドのサブグリッ

ド排出量データなどを参考にしてくださ

い。 

5 サブグリッド対象領域の右上隅経度 (度,分,

秒) 

35, 40,  0,139, 45,  0, 整数(カンマ区切り) 

6 サブグリッド対象領域の左下隅緯度 (度,分,

秒) 

35, 42, 30,139, 45,  0, 整数(カンマ区切り) 

7 サブグリッド対象領域の右上隅緯度 (度,分,

秒) 

35, 42, 30,139, 41, 15, 整数(カンマ区切り) 

8 X方向グリッド数，Y方向グリッド数 50 ,  50 整数(カンマ区切り) 

9 対象物質名 ダイオキシン  

10 X 方向グリッド番号，Y 方向グリッド番号，排出

高度[m],排出量(0時から 4時)，排出量(4時

から 8 時)，排出量(8 時から 12 時)，排出量

(12時から 16時)，排出量(16時から 20時)，

排出量(20時から 24時) 

37,22,12.0 ,7.61035E-02,7.6103

5E-02,7.61035E-02, 7.61035E-02, 

7.61035E-02, 7.61035E-02 

・グリッド番号は整数，排出高度，排出

量は実数で，データの区切りはカンマ区

切りとする。 

・データは常に時間帯数分（６個）並べる

必要がある。 

・各時間帯の排出量の単位は[g/sec] 

11 X 方向グリッド番号，Y 方向グリッド番号，排出

高度[m],(排出量[g/sec] 各時間帯の並び） 

45,23,12.0 ,3.84790E-01,3.8479

0E-01,3.84790E-01,3.84790E-01,

3.84790E-01,3.84790E-01 

 

・ 以下，排出量を設定するグリッド数分続く ・ ・ 

 

（注）1 つのメッシュについて複数の行で排出量が定義されている場合，ADMER はそのメッシュの合計値を用いて計算を

行ないます。 
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 以下はADMERが作成した計算範囲 関東の新宿付近(グリッド番号(23,21) )のサブグリッド排出量データファ

イルのサンプルです。 

 

表 5-6 サブグリッド排出量データを作成・編集する際の注意点 

編集 サブグリッド排出量データの作成・編集にはメモ帳などのプレーンなテキストが取り扱えるエディ

タを利用してください。Excel を用いて作成・編集を行う事も出来ますが，この場合，行頭の空白

が保存時に削除される場合があります。ファイルを保存した後，上記のエディタで確認し，空白

行が無くなっている場合は追加するようにしてください。 

ファイル拡張子 ADMER はサブグリッド排出量データに emd という拡張子をつけます。これはグリッド排出量と

同じです。ただし，どのような拡張子であっても ADMER に登録して利用する事は出来ますの

で，サブグリッド排出量データを自分で作成する場合，拡張子は任意です。emdは ADMERの

排出量データオリジナルの拡張子です。 

ファイルの保存

場所 

ADMER は作成したサブグリッド排出量データをインストールフォルダ以下の Project 以下にあ

る各計算範囲フォルダの EmissionData フォルダに格納します。ただし，自分でサブグリッド排

出量データを作成する場合，保存場所は任意の位置で構いません。このデータを計算に利用

するには，サブグリッド排出量の登録を行ってください。サブグリッド排出量の登録については， 

5.20排出量データの登録 を参照してください。 

 

pointsubgrid 

新宿付近,23,21 

1,1,1,1,1,1 

 35, 40,  0,139, 41, 15, 

 35, 40,  0,139, 45,  0, 

 35, 42, 30,139, 45,  0, 

 35, 42, 30,139, 41, 15, 

          50 ,          50 

 サンプル物質 

37, 22, 12.0, 7.61035E-02, 7.61035E-02, 7.61035E-02, 7.61035E-02, 7.61035E-02, 7.61035E-02 

45, 23, 12.0, 3.84790E-01, 3.84790E-01, 3.84790E-01, 3.84790E-01, 3.84790E-01, 3.84790E-01 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

・・・・・・ 
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5.20 排出量データの登録 

 排出量データ登録機能により，他の PC上の ADMERまたは自分で作成したグリッド排出量データ，サブグリッ

ド排出量データを ADMERに登録して計算に利用することが可能となります。ただし，登録するには，いくつかの

条件を満たしていなければなりません。この条件については，表 5-7 排出量データ登録の条件を参照してくだ

さい。 

グリッド排出量データ，サブグリッド排出量データのフォーマットについては 5.18 グリッド排出量データファイル

フォーマット，5.19サブグリッド排出量データファイルフォーマットを参照してください。 

グリッド排出量データを登録する際には，排出量管理画面を表示し，ファイルメニューから“排出量データ登

録”を選択して下さい。ファイル選択ダイアログで登録したい排出量データファイルを選択します。データ内容の

妥当性チェックが行われ，データが追加されます。なお，以前のバージョンのADMERグリッド排出量はフォーマ

ットが異なるため登録することは出来ませんのでご注意下さい。 

 

図 5-62 排出量データ登録メニュー 

 

 

表 5-7 排出量データ登録の条件 

グリッド排出量データ  

ファイルに記述された計算

範囲の緯度経度 

登録先計算範囲と同一である必要があります。 

ADMER Ver.2.5 からは，緯度経度が世界測地系の値に変更となりました。日本測地系の値を利

用している以前の ADMERで作成した排出量データを登録すると，実際には若干異なる計算範囲

の排出量データを登録することになりますので，ご注意ください。 

ファイル名 ADMERは指定したファイルの拡張子を除いた名称をグリッド排出量データ名として利用します。こ

のため，既にその計算範囲に同じ名称のグリッド排出量データが存在する場合，登録に失敗しま

す。その場合，ファイル名称を変更してください。 

サブグリッド排出量データ  

ファイルに記述された計算

範囲の緯度経度 

その計算範囲に登録されているサブグリッドグループのいずれかと同一である必要があります。 

登録のない場合，どのサブグリッドグループに属するサブグリッド排出量であるか判断できないた

め，登録することができません。 

ファイル名 ADMERは指定したファイルの拡張子を除いた名称をグリッド排出量データ名として利用します。こ

のため，既にその計算範囲に同じ名称のグリッド排出量データが存在する場合，登録に失敗しま
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す。その場合，ファイル名称を変更してください。 
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6 計算の実行 

 ADMERによるシミュレーション計算実行について説明します。 

 

6.1 計算データ管理画面 

計算データ管理画面では，計算ケースの作成・削除・コピー及びディレクトリの作成・削除を行う事が出来ます。ま

た，ディレクトリを作成し，計算ケースを整理する事が可能です。計算ケースをディレクトリに移動する際は，左側の

ツリー画面でドラッグアンドドロップ操作を行なってください。 

図 6-1 計算データ管理画面 

 

 各計算ケース名の前についたアイコンは，その計算ケースの状態を表します。 

計算ケースアイコンとその意味は以下の通りです。 

 

表 6-1 計算ケースアイコンと状態一覧 

アイコン 状態 

 計算実行済み(計算結果が存在) 

 計算が途中キャンセル(計算結果無) 

 計算待ち状態 

注）計算待ち状態に関しては 6.5一括計算機能を参照してください。 

計算ケースを選択して，右ク

リックすると，コピー，削除，

再計算などのメニューが表

示されます。 

“計算データ”やディレクトリ(ここでは“Dir1”など)を選択して右ク

リックし，“新規作成”－“新規ディレクトリ”を選択すると，ディレクト

リを作成する事が出来ます。また，計算ケースの移動も，こちらの

画面で行ないます。 
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6.2 計算ケース情報画面 

画面右上の計算ケースをダブルクリックすると，計算ケース情報画面に切り替わります。計算ケース情報画面

では，各々の計算ケースの情報を見ることが出来ます。 

図 6-2 計算ケース情報画面 

 

通常の ADMER グリッド計算には，沿岸域を計算対象とするオプションやサブグリッド計算機能があります。サ

ブグリッド計算では，一度に複数のサブグリッド対象を指定して計算を実行できます。 

複数のADMERグリッドについてサブグリッド計算を実行する際に，ADMERグリッド同士が辺で接している場

合，お互いのサブグリッド排出量の影響を受けるかどうかを設定することも可能です。 

お互いのサブグリッド排出量の影響を考慮して行う計算を，グループ計算と呼びます。グループ計算の設定は，

計算ケース毎に計算ケース作成ウィザードで行います。 

 

表 6-2 ADMER計算ケース種類 

項目 内容 備考 

沿岸域を計算対象とする 計算範囲作成時に指定した都道府県に相

当する ADMER グリッドだけでなく，沿岸域

についても，大気中濃度や沈着量を計算し

ます。 

土地利用面積が存在するグリッドを陸地と考

え，陸地からADMERグリッドで数えて 4グリ

ッド以内を沿岸域としています。 

サブグリッド計算を行う 計算範囲情報でサブグリッド対象に追加し

た ADMER グリッドについて，グリッド内をよ

り詳細に分割した計算を実行します。 

サブグリッド計算は ADMER 

グリッド計算と同時に実行します。ADMER

グリッドの計算結果を利用するためサブグリッ

ド計算のみは実行できません。 

グループ計算を実行する グループ計算を実行すると，隣接する(辺を

接する)サブグリッド対象 ADMER グリッド

が，お互いに影響を及ぼすように計算を実

行することが出来ます。 

グループ計算を実行しない場合，サブグリッ

ド計算対象 ADMERグリッドは，おのおの独

立しているものとして計算されます。 
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6.3 計算の実行 

 計算を実行するには，まず計算ケースを作成します。 

 計算ケースの作成はウィザード形式になっており，指示に従って設定を行う事で計算を実行する事が出来ま

す。以下にサブグリッド計算を含む計算ケースの作成手順を示します。 

 

1） 計算データ管理画面下部の“新規計算”ボタンをクリックします。すると計算ケース作成ウィザードが起動しま

す。 

図 6-3 新規計算ケースの作成 

 

2） 計算ケース名，物質名，メモを設定してください。物質名はグリッド排出量データが存在する物質のみ選択

できます。メモには計算ケースに関する覚書などに利用してください。そして，サブグリッド計算を行う場合，

“サブグリッド計算を行う”にチェックをして下さい。設定を終えたら“次へ”をクリックしてください。 

図 6-4 新規計算ケース 基本設定ダイアログ 

 

 

3） 気象データ選択ダイアログが現れます。気象データ管理画面で作成したデータの一覧が表示されます。任

意のデータを選択し“次へ”進んでください。 
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図 6-5 気象データ選択ダイアログ 

 

 

4） 計算期間設定ダイアログが現れます。計算対象の期間を設定し，“次へ”進みます。 

選択可能な期間は選択した気象データの種類によって変化します。 

図 6-6 計算期間設定ダイアログ 

 

 

5） グリッド排出量選択ダイアログが現れます。 

先に選択した計算対象物質のグリッド排出量データ一覧が表示されますので，任意に選択してください。複

数の排出量データを選択することもでき，その場合には各データの合計排出量で 

計算されます。また，“データ表示”ボタンをクリックすると排出量の分布を表示させる事が出来ます。複数の

排出量データを選択した場合は，その合計値の分布が表示されます。選択を終えたら“次へ”をクリックしま

す。サブグリッド計算を実行しない場合，9）に進みます。 

（注）2年にわたる計算（例：2004年 4月～2005年 3月）を実行する場合，Ctrlキーや Shiftキーを用いて 2つの連続し

た年の気象データ（例：Basic2004 と Basic2005）を選択してください。 
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図 6-7 グリッド排出量データ選択ダイアログ 

 

 

6） サブグリッド計算対象選択ダイアログが現れます。(基本設定ダイアログで“サブグリッド計算を実行する”を

チェックした場合のみ現れます。チェックしていない場合は 9）に進んでください。) 

計算範囲管理画面でサブグリッド登録したグリッドのうち，サブグリッド排出量が存在するグリッドのみが現れ

ます。計算したいグリッドにチェックをつけてください。 

なお，サブグリッド排出量が存在しないグリッドについては，ここで選択することが出来ません。ダミーでもか

まいませんのでサブグリッド排出量を作成するようにして下さい。 

 

グループ計算を行う場合は“グループ計算を実行する”をチェックしてください。チェックしても隣接するサブ

グリッドが存在しない場合は，グループ計算は実行されません。 

 

図 6-8 サブグリッド計算対象選択ダイアログ 

 

 

 

（注）サブグリッド計算を実行する場合，ADMERグリッド排出量を指定しないで計算することが可能です。 

これにより，サブグリッド排出量の寄与のみを計算することが可能です。ただし，サブグリッド排出量の影響を受けるのは，

サブグリッド計算結果だけのため，ADMER グリッドの大気中濃度などは，バックグラウンド濃度を指定しない限り全て 0 と

なります。 
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7） 計算時に利用するサブグリッド発生源の代表高度を設定します。サブグリッド発生源はそれぞれ排出高度

の情報を持っています。しかし ADMER では計算の高速化のため，各サブグリッド発生源の排出高度を，ここ

で設定される高度の中で最も近い高度に代表して，サブグリッド計算を実行します。 

図 6-9 サブグリッド計算代表高度設定ダイアログ 

 

 

図 6-10 サブグリッド発生源の排出高度とサブグリッド計算代表高度 

木

代表高度30m

代表高度20m

代表高度10m

排出高度18m

もっとも近い代表高度20mに再設定さ
れ、20mの排出高度を持つ発生源として

サブグリッド計算に利用される

サブグリッド計算の代表高度設定
10m ，20m ，30m

サブグリッド排出量データに記述されたあるサブグリッド発生源
の排出高度が18mの場合

 

（注 1）例えば上の例でサブグリッド発生源の発生高度が 15mだった場合は，上下の代表高度の中間だった場合，より

高い方の代表高度に設定されます。例えば上の例でサブグリッド発生源の発生高度が 15m だった場合は，代表高度

20mが採用されます。 

（注 2）サブグリッド計算で大気中濃度を求める評価高度は，デフォルトで 1.0[m]となっております。この値は後述の

lidetc.csvで定義されております。 



 

 117 

8） サブグリッド計算グリッドサイズとサブグリッド排出量の設定を行います。サブグリッド計算はサブグリッド計算

グリッドサイズで計算が実行され，計算結果が得られます。サブグリッド計算グリッドサイズは，サブグリッド排出

量と独立して設定可能です。両者のグリッドサイズが異なる場合，サブグリッド排出量はADMERにより自動的

に，集約または案分して計算に利用されます。 

図 6-11 サブグリッド排出量設定ダイアログ 

 

  

9） 計算期間が 2 ヶ月以上の場合，グリッド排出量データ月毎設定ダイアログが開きます。1 ヶ月のみの計算の

場合は，このダイアログは開かず，次の画面へ進みます。 

図 6-12 グリッド排出量データ月毎設定ダイアログ 

 

 

（注 1）複数のサブグリッドについて計算を行う場合，それぞれのサブグリッドについて上記の設定を行う必要がありま

す。 

（注 2）サブグリッド計算サイズは，各サブグリッドに対して独立して設定可能です。ただし，グループ計算を実行する

サブグリッド群に対しては，そのグループ内でもっとも大きなグリッドサイズに自動的に統一されます。 

（注 3）グループ計算を実行する場合，あるサブグリッドについてサブグリッド排出量を選択しないで計算を実行する

ことが可能です。これにより，他のグリッドのサブグリッド排出量の影響のみを考慮した計算が可能です。 
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それぞれのグリッド排出量データに対して月毎に使用するか，使用しないかを変更する事が可能です。変

更するには，グリッド排出量データ名をクリックして選択し，下部の“対象月設定”ボタンをクリックしてくださ

い。 

図 6-13 グリッド排出量データ対象月設定ダイアログ 

 

 

チェックボックスの ON／OFF を行うと，そのグリッド排出量データをその月の計算に使用するかどうか

を選ぶ事が出来ます。設定を終えたら，グリッド排出量月毎設定ダイアログにて設定を確認し，“次へ”進

んでください。 

 

10） 物性値（計算パラメータ）設定ダイアログが現れます。 

計算対象物質にあわせて数値を入力してください。 

なお，ここで設定されるパラメータは ADMER グリッド計算とサブグリッド計算共通で利用されます。各パラメ

ータの設定可能項目は以下のとおりです。 

 

表 6-3 各計算パラメータ設定可能項目 

パラメータ名 設定可能 

分解係数 一律設定，時間帯毎に設定，もしくはファイルに記述しそのファイルを指定 

乾性沈着速度 一律設定，土地利用区分毎に設定，もしくはファイルに記述しそのファイルを指定 

バックグラウンド濃度 一律設定，もしくはファイルに記述しそのファイルを指定 

洗浄比 一律設定，もしくはファイルに記述しそのファイルを指定 

 

図 6-14 計算パラメータ設定ダイアログ 
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 設定を終えたら，“次へ”をクリックします。 

 

11） 作成した計算ケースに関する確認ダイアログが現れます。 

計算ケース設定を修正する場合は“戻る”ボタンで該当箇所を修正してください。 

確認し“計算実行”ボタンをクリックしてください。プログレスバーが計算の進捗率を表示します。 

図 6-15 計算条件設定確認ダイアログ 

 

 

図 6-16 計算プログレスバー 

 

 

 

（注1）“あとで計算”を利用すると計算設定のみを行ない，複数のケースを一括計算する事が出来ます。6.5一括計

算機能を参照してください。 

（注２）ADMER が計算に用いるパラメータのうち，頻繁に変更しないパラメータは，計算ケース作成ウィザード上で

は変更できないようになっています。これらのパラメータを変更する場合，各計算範囲フォルダ以下にある

lidetc.csv ファイルを編集して下さい。なお，このファイルは，内容が良くわかる方のみを対象としており，正しく編集

を行わないと，ADMERの計算が正しく実行できなくなる可能性がありますので，ご注意ください。 

（注）ここでいうパラメータのファイル指定とは，各パラメータの設定を既定のフォーマットで記述しておき，計算時に

利用するものです。この方法でパラメータを指定すると分解係数，乾性沈着速度，洗浄比を計算月番号毎，時間帯

毎，ADMER グリッド毎に設定する事が可能になります。また，バックグラウンド濃度は計算メッシュ毎に設定可能と

なります。これらのファイルフォーマットについてはAppendix2の計算パラメータ設定ファイルフォーマットをご覧下さ

い。 
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6.4 再計算 

 一旦作成・実行したケースを再計算する事が出来ます。また計算途中でキャンセルをしたケースに関しても再

計算を行う事で計算を最後まで行う事が出来ます。 

 再計算を実行するには，計算ケース管理画面で計算ケースを選択し右クリックして現れる“再計算”を選択する

か，計算ケース情報画面下部の“再計算”ボタンをクリックして下さい。 

図 6-17 再計算の実行 

 

 例えば，ある計算ケースの一部の条件を変更した計算を実行したい場合などは，該当の計算ケースをコピーし

てから再計算すると，共通のパラメータの入力を省略する事が可能です。 

 

6.5 一括計算機能 

 ADMER は計算を一括して行う機能を備えています。一括計算機能は計算待ち状態となっている計算ケース

を一括して計算します。計算待ち状態の計算ケースとは新規計算ウィザードもしくは再計算の設定の最後で“あと

で計算”を選択したケースです。 

 計算待ち状態の計算ケースは，計算データ管理画面において で表示されています。 

 一括計算を行うには，“計算”メニューの“一括計算”を選択してください。一括計算選択ダイアログが現れます。

計算を実行するケースにチェックをつけて“一括計算実行”ボタンをクリックすると一括計算が実行されます。 

図 6-18 一括計算選択ダイアログ 

 

 

再計算ボタン 

計算ケースを選択して

右クリック 
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図 6-19 一括計算プログレスバー 
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7 計算結果の確認 

 ADMERによるシミュレーション計算の結果を図で確認する事ができます。 

 

7.1 ADMERの計算結果 

 ADMERは計算結果として以下の 3種類を ADMERグリッドおよびサブグリッドについて出力します。 

 

ADMERグリッドおよびサブグリッド 

・ 大気中濃度 

・ 全沈着量 

・ 湿性沈着量 

 ADMERではこれらの分布をヒストグラム，数値表示もしくは分布図に表示し確認する事が出来ます。 

 また，計算結果を CSV形式でファイル出力する事も可能です。 

 

7.2 計算結果ヒストグラム  

 計算済みの計算ケースの結果をヒストグラム表示または数値表示する事が出来ます。 

計算データ管理画面で計算の終了した計算ケースをクリックして，“ヒストグラム”タブをクリックしてください。

ADMERが計算結果を読み込み終えるとヒストグラムが表示されます。 

 

図 7-1 計算結果ヒストグラム表示 

 

表示項目を切り替

えます。 

縦軸として何を表示するか

選択可能です。 

ヒストグラムと数値表示，行政区分別集

計を切り替えます。 

グラフをメタファイルもしくはビットマッ

プ形式で保存します。 
階級値の設定を変更できます。 

表示する年月を切り替えま

す。 

ADMERグリッドまたはサブグリッド計算

結果表示を切り替えます。 
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7.3 計算結果 数値表示  

 計算結果を数値で確認することが可能です。 

図 7-2 計算結果 数値表示 

 

ヒストグラムと数値表示，行政区分別集

計を切り替えます。 

新宿付近という名称のサブグリッドの計

算結果を表示しています。 

(注)行政区分別集計は，指標データを利用して，各 ADMER グリッドの計算結果がどの行政区分に属するかを判定し，行政区

分毎に平均値を計算する機能です。ある行政区分の平均値は以下の式で計算されます。 

例として大気中濃度の平均値を市区町村面積という指標データを用いて計算する場合について説明します。 






),(

),(),(

  Ave

jia

jiajiv

 

Ave：ある行政区分の平均値 

),( jiv ：グリッド ),( ji における大気中濃度 

),( jia ：グリッド ),( ji における対象行政区分の面積値 

グリッド ),( ji に対象行政区分の指標値が存在しない場合は 0 となる。 

 

なお，指標データとして人口を用いた場合は，人口加重平均値が得られます。 
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7.4 計算結果 行政区分別集計  

 計算結果と指標データから計算した行政区分(都道府県，市区町村)毎の平均値を確認することが可能です。

どの ADMER グリッドがどの行政区分にあたるかは，指標データを用いて判別します。対象は ADMER グリッド

計算結果のみとなっています。 

 また，行政区分別集計結果を CSV出力するには，リスト上で右クリックしてください。 

 

図 7-3 計算結果 行政区分別集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区分別集計の元となる指標データを

選択できます。 

都道府県単位または市区町村単位で集

計可能です。 

リスト上で右クリックすると CSV ファイルに

出力することが出来ます。 
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7.5 計算結果分布図の表示 

 ADMERの計算結果を分布図で表示します。 

ヒストグラム上の“分布図表示”ボタンをクリックしてください。ヒストグラムに表示中の計算結果が同じ階級値で

分布図に表示されます。サブグリッド計算結果を表示する場合は，ヒストグラムでサブグリッド計算結果を表示させ

て分布図表示ボタンをクリックするか，ADMERグリッド分布図表示ウィンドウにある“サブグリッド計算結果”チェッ

クボックスを ONにしてください。 

分布図の階級色は”階級設定”ボタンをクリックして表示される階級設定ダイアログのカラーテーブルを変更し

てください。登録済みのカラーテーブルの中から選択して変更することが可能です。 

図 7-4 ADMERグリッド計算結果 分布図表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1 )結果表示ウィンドウは２つまで同時に起動可能です。 

(注 2 )ADMERのツールボタンからも起動可能です。  

（注 3）日本全国など非常に大きい計算範囲の計算結果を表示する場合，描画に非常に時間がかかる可能性があります。 
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図 7-5 サブグリッド計算結果 分布図表示例 

 

 

図 7-6 階級設定ダイアログ カラーテーブルの選択 

 

 

チェックをするとサブグリッド計算結果が表示

されます。 

階級設定ボタン 

カラーテーブルの変更 
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図 7-7 サブグリッド計算結果 分布図表示例 階級色の変更後 
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7.6 KMZ ファイル出力機能（GoogleEarth連携機能） 

計算結果分布図に現在表示中の内容(結果種別，時間帯，表示期間)をGoogleEarthで表示可能なKMZ形式

のファイルに出力することが可能です。 

なお，分布図に表示中の背景データはKMZファイルに出力されません。 

KMZ 形式のファイルを表示するには，GoogleEarth をインストールする必要があります。GoogleEarth につい

ては，以下の URLを参考にして下さい。 

http://earth.google.com/intl/ja/ 

 

以下にサブグリッド計算を含む計算ケースの作成手順を示します。 

1） KMZ形式の出力を行う計算ケースを選択し，分布図表示を実行します。 

図 7-8 GoogleEarth連携機能 KMZファイルの出力 

 

2） ウィンドウ左側の表示項目を，KMZ出力を実行する表示内容に切り替えます。 

図 7-9KMZファイルへの出力項目の選択 

項目を選択 

分布図を表示 
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3） 計算結果分布図ウィンドウ上部の“KMZ 出力ボタン”をクリックして下さい。サブグリッド計算結果が含まれる

場合，ADMER グリッド計算結果とサブグリッド計算結果のどちらを出力するか選択するダイアログが現れま

す。どちらか一方を選択してください。 

図 7-10 KMZファイル出力 対象データ設定ダイアログの表示 

 

図 7-11 KMZファイル出力対象データ設定ダイアログ 

 

4） ファイル選択ダイアログで，KMZ出力ファイル名と出力フォルダを選択し，“OK”ボタンをクリックします。 

図 7-12 KMZファイル出力 ファイル選択ダイアログ 

KMZ 出力ボタ

ン 

KMZ出力ボタン 
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5） 出力されたKMZファイルをGoogleEarthで開いてください。GoogleEarthがインストールされている場合

は，KMZファイルをダブルクリックすると，GoogleEarthが起動し，ADMER計算結果が表示されます。 

図 7-13 GoogleEarthでのKMZファイルの表示例 

 

6）  GoogleEarthウィンドウ左側中段の”場所パネル”で各レイヤの表示を変更することができます。 

図 7-14 GoogleEarth 場所パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図の拡大・縮小，表示項目の選択などは，GoogleEarth 上の操作となります。これらについて GoogleEarth の

HELPを参照してください。 

 

計算範囲およびグリッド

の表示の有無を設定 
凡例表示の有無、表示位置の

設定 

場所パネルで選択したレイヤ

の透過度を変更 
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7.7 計算結果 CSV出力機能 

 各計算グリッドの計算結果とその統計情報(最小，最大，算術平均，幾何平均，95%値，50%値)をCSV形式で

ファイルに出力します。複数の計算ケースまたは複数の計算結果(例えばいくつかの時間帯の計算結果など)を

同時に出力する事が可能です。 

全発生源に対する点源や移動発生源の寄与率を求めたい場合など，発生源種類別に計算を行った結果の解

析に用いることができます。 

 

1） 計算データ管理画面で計算の終了した計算ケースを選択し，“CSV 出力”ボタンをクリックしてください。

SHIFTキーもしくは CTLキーを押しながら選択すると以下の例のように複数の計算ケースが選択可能です。 

図 7-15 CSV出力対象計算ケースの選択 複数ケース 

 

 

2） 出力するグリッド種類（ADMERグリッドまたはサブグリッド）を選択します。 

サブグリッド計算結果を出力する場合は，サブグリッドも選択する必要があります。 

 

（注）50%値，95％値の計算方法変更について 

Ver.2 以前の ADMER では，全計算結果から上限と下限からそれぞれ 25％の値を除外して算出した平均値を 50%

値，上限と下限からそれぞれ 2.5％の値を除外して算出した平均値を 95％値としていました。 

Ver.2 以降は計算方法を変更し，中央値(50 パーセンタイル)を 50％値，95 パーセンタイル値を 95%値として出力して

いますのでご注意ください。 
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図 7-16 出力グリッド選択ダイアログ 

 

 

3） ADMER グリッド計算結果の出力を選択した場合，以下のような CSV 出力範囲設定ダイアログが現れます

ので，任意の地点，範囲を指定してください。全地点を選択すると，地点名として各メッシュの南西隅(左下)の

緯度経度のメッシュコードが出力されます。出力されるメッシュコードは，グリッドサイズにより異なります。サブ

グリッド計算結果を選択した場合は，全てのサブグリッドの計算結果が自動的に出力されますので，範囲設定

はありません。設定を終えたら“次へ”進んで下さい。 

図 7-17 計算結果 CSV出力 範囲設定ダイアログ 
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表 7-1 グリッドサイズと出力されるメッシュコード 

グリッドサイズ 出力されるメッシュコード 

ADMERグリッド 約 5km×5km その ADMERグリッドの南西端緯度経度から計算される 3次メッシュコード 

サブグリッド 約 1km×1km 3次メッシュコード 

サブグリッド 約 500m×500m 4次メッシュコード 

サブグリッド 約 100m×100m 100m メッシュコード 

メッシュコードについては，3.6 指標データについてにある各メッシュコードの説明を参照してください。 

 

4） CSV 出力項目設定ダイアログが現れます。計算月は開始年月と終了年月が異なる場合，その期間の平均

値が出力されます。項目を設定したら“追加”ボタンをクリックしてください。複数計算ケースを選択した場合は

計算ケース名も変更可能です。 

図 7-18 CSV出力項目設定ダイアログ 

 

5） 設定を終えたら“CSV 出力”ボタンをクリックします。ファイル選択ダイアログが開きますので任意のファイル

名を指定してください。 

図 7-19 CSV出力ファイル名指定ダイアログ 

 

 計算結果 CSV出力は以上です。 

既に追加した項目の出力順

序を変更できます。 

15 項目まで追

加可能です。 

出力する計算ケースを

選択可能です。 

期間を指定すると平均

が出力されます。 
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図 7-20 出力された CSVファイルをエクセルで開いた例 1 

 

 

図 7-21 出力された CSVファイルをエクセルで開いた例２ 

 

（注）選択された項目の対象計算物質と変化量が同じだった場合，値だけでなく，選択項目間の比率及び合計値が

出力されます。計算ケース間の比較などに利用してください。 

統計情報が表

示されます。 

全地点の出力が選択

されたため地点名称と

して，そのADMERグ

リッドの南西隅(左下)

の緯度経度の 3次メ

ッシュコードが出力さ

れています。 

統計情報が表

示されます。 

対象物質と出力種類が同じため，項目間の比率と合計

値が出力されています。ケース間の結果を比較する事

が出来ます。 
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8 その他，便利な機能 

 

8.1 画面レイアウトの変更 

 ADMERの画面レイアウトを変更することが可能です。 

設定メニューから“レイアウトの変更”を選択してください。画面のレイアウトが変更されます。 

お好みの画面レイアウトでご利用ください。 

 

図 8-1 画面レイアウト 1 

 

 

図 8-2 画面レイアウト 2 
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8.2 階級設定登録 

 ADMER 計算結果や排出量データ，指標データなどをヒストグラムや分布図で表示する際には，適切な階級値を設定

する必要があります。 

あらかじめ階級設定登録をしておくと，各データのヒストグラム表示や，分布図表示で登録した階級設定を呼び出して

適用することが可能です。 

 

8.2.1 階級設定登録の新規追加 

階級設定登録の新規追加を行うには，2種類の方法があります。 

 “設定”メニューの階級値設定登録で階級設定登録を行う。 

 ヒストグラムや分布図表示の階級設定ダイアログで，現在利用中の階級設定を登録する。 

 

以下にそれぞれの手順を説明します。 

 

“設定”メニューの階級値設定登録で階級設定登録を行う 

“設定”メニューの階級値設定登録で階級設定登録を行うには，以下の手順に従ってください。 

 

1） 設定メニューから“階級設定登録”を選択します。すると次のダイアログが現れます。 

図 8-3 ADMER機能画面の設定メニュー 

 

図 8-4 階級設定登録ダイアログ 
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2） 階級名と単位を入力してください。 

図 8-5 階級設定 新規追加ダイアログ 

 

3） 階級値を設定します。ひとつひとつの階級値を設定する場合は，閾値を入力して追加をクリックします。一

括設定や，登録済み階級値を元に，一部を編集することも可能です。 

図 8-6 階級値一括設定ダイアログ 

 

図 8-7 階級値設定新規追加ダイアログ(階級値追加) 

 

4） OKをクリックすると，作成した階級値設定が登録されます。 

この階級値は，同じ単位のヒストグラムや分布図表示で呼び出して適用することが可能です。 
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図 8-8 階級値設定の追加 

 

“ヒストグラムや分布図表示の階級設定ダイアログで，現在利用中の階級設定を登録する。 

 

1） ヒストグラム表示，分布図表示などの“階級設定”ボタンをクリックしてください。以下のような階級値設定ダイ

アログが現れます。 

図 8-9階級値設定ダイアログ 

 

2） 階級値を設定後、"名前を付けて階級設定を登録"ボタンをクリックしてください。 
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図 8-10階級値設定ダイアログ 

 

3） 登録する階級設定の名前を入力して"OK"ボタンをクリックしてください。設定した階級設定が登録されま

す。 

図 8-11階級設定名前登録ダイアログ 

 

8.2.2 階級設定登録の編集 

既に登録済みの階級設定を編集することが可能です。 

 

1） 設定メニューから“階級設定登録”を選択します。すると次のダイアログが現れます。 

図 8-12 階級値設定ダイアログ 

 

 

2） 編集したい階級設定を選択して，編集をクリックします。 

階級設定を登録 
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図 8-13 階級値設定ダイアログ 

 

 

3） 新規追加時と同様に，名称，単位，値を編集しOKをクリックします。 

図 8-14 階級値設定ダイアログ 
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8.3 ADMERデータアップデート 

ADMERの一連の計算に必要となるデータを ADMER上でインターネットを通じて入手する機能です。 

現在オンラインで取得可能なデータは以下の 4 種類です。ただしデータ更新作業，サーバメンテナンスなどで，取得

できない時間・期間が生じる可能性があります。 

表 8-1 ADMERデータアップデートで入手可能なデータ種類 

データ名 内容 備考 

日射量及び雲量，放射収支

量データ 

ADMER 用気象データを作成する際に必要となる

日射量及び雲量，放射収支量データ。年毎に 1ファ

イルとなっている。 

 

アメダスデータ ADMER 用気象データを作成する際に必要となる

アメダスデータ。 

 

指標データ 排出量の割り振りに利用する各指標データ，暴露人

口の推計に利用する人口データなどを含みます。 

入手したデータはシステム

データとして登録されます。 

グリッド排出量データソース 適切な指標データ，排出量データを利用してあらか

じめ作成されたグリッド排出量データを含みます。 

 

 

この機能を用いて入手可能な指標データの詳細については，ADMERウェブサイトを参照してください。 

http://www.riskcenter.jp/ADMER/ 

 

 

8.3.1 指標データのダウンロード 

 ADMERデータアップデートで指標データのダウンロードを行うには，以下の手順に従ってください。 

 

(1) メニューの ADMERデータアップデートから“指標データ更新”を選択します。 

（注 1）本機能はネットワークを通じて，データサーバーよりデータをダウンロードします。インターネットセキュリティソフトなどをご利

用の場合，警告が出る可能性があります。この場合，ADMERSys.exeによる通信を許可してください。 

(注 2)本機能は InternetExplore のネットワーク接続設定を用いて，データサーバーとやり取りしますので，ネットワークにつなが

っていない，またはファイアーウォールなどのため外部のネットワークに出ることの出来ない環境では利用することが出来ません。 

http://www.riskcenter.jp/ADMER/
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図 8-15 ADMERデータアップデート 指標データ更新 

 

 

(2) 指標データダウンロード用ダイアログが現れます。ダウンロードしたいデータにチェックをつけます。ここで，

既に保持しているデータについてはファイルアイコンが薄く表示されます。チェックをしたら“URL からダウンロ

ード”ボタンを押してください。ダウンロードが始まります。 

図 8-16 指標データダウンロードダイアログ 

 

 

(3) ダウンロードに終了すると以下のようなダイアログが現れます。 

 

 

 

 何らかの原因でダウンロードに失敗した場合は，以下のようなダイアログが現れます。 
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時間を空けて再度ダウンロードするなどしてください。 
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8.3.2 日射量及び雲量，放射収支量データのダウンロード 

 ADMER データアップデートで日射量及び雲量，放射収支量データのダウンロードを行うには，以下の手順に従って

ください。 

 

(1) メニューの ADMERデータアップデートから“放射収支量データ更新”を選択します。 

図 8-17 ADMERデータアップデート 日射および放射収支量データの更新 

 

 

(2) 日射および放射収支量データダウンロード用ダイアログが現れます。ダウンロードしたいデータにチェックを

つけます。ここで，既に保持しているデータについてはファイルアイコンが薄く表示されます。チェックをしたら

“ダウンロード”ボタンを押してください。ダウンロードが始まります。 

図 8-18 日射および放射収支量データダウンロードダイアログ 

 

 

(3) ダウンロードが終了すると，以下のようなダイアログが現れます。 
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 何らかの原因でダウンロードに失敗した場合は，以下のようなダイアログが現れます。 

時間を空けて再度ダウンロードするなどしてください。 

 

 

8.3.3 アメダスデータのダウンロード 

ADMER気象データ作成に特化したアメダスデータを入手することが可能です。 

ADMERデータアップデートでアメダスデータのダウンロードを行うには，以下の手順に従ってください。 

 

(1) メニューのADMERデータアップデートから“アメダスデータダウンロード”を選択します。アメダスデータダウ

ンロードダイアログが現れます。 

図 8-19 ADMERデータアップデート アメダスデータの更新 

 

 

(2) アメダスデータダウンロードダイアログで，ダウンロードしたいデータにチェックをつけます。ここで，既に保持

しているデータについてはファイルアイコンが薄く表示されます。チェックをしたら“ダウンロード”ボタンを押して

ください。ダウンロードが始まります。 
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図 8-20 アメダスデータダウンロードダイアログ 

 

 

(3) ダウンロードが終了すると，以下のようなダイアログが現れます。 

 

 

8.3.4 グリッド排出量データソースのダウンロード 

 グリッド排出量データの作成に利用可能なグリッド排出量データソースを入手することが可能です。 

 グリッド排出量データソースの利用方法に関しては， 5.9 グリッド排出量データ グリッド排出量データソースを利用し

て作成 を参照してください。 

 

(1) メニューの ADMER データアップデートから“グリッド排出量データソースダウンロード”を選択します。グリッ

ド排出量データソースダウンロードダイアログが現れます。 
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図 8-21 ADMERデータアップデート グリッド排出量データソースの更新 

 

 

(2) グリッド排出量データソースダウンロードダイアログで，ダウンロードしたいデータにチェックをつけます。ここ

で，既に保持しているデータについてはファイルアイコンが薄く表示されます。チェックをしたら“ダウンロード”

ボタンを押してください。ダウンロードが始まります。 

 

図 8-22 グリッド排出量データソースダウンロードダイアログ 

 

 

(3) ダウンロードが終了すると，以下のようなダイアログが現れます。 
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8.3.5 ダウンロードデータの削除 

ADMERデータアップデートを通じて入手したデータを削除することができます。 

データの削除を行うには，以下の手順に従ってください。 

ここでは，アメダスデータを例にとり，説明します。 

 

(1) メニューの ADMERデータアップデートから“ダウンロードデータの削除”を選択します。 

図 8-23 ADMERデータアップデート ダウンロードデータの削除 

 

 

(2) ダウンロードデータの削除ダイアログ上部にあるデータの種別をアメダスデータに変更します。 

図 8-24 ダウンロードデータの削除ダイアログ 

 

 

(3) 削除したいアメダスデータにチェックを入れ，“選択したデータを削除”ボタンをクリックします。 
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図 8-25ダウンロードデータの削除ダイアログ 

 

 

(4) 削除してもよいかどうかの確認ダイアログを開きます。“はい”をクリックしてください。 
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8.4 ADMERプログラムアップデート 

  ADMERのプログラムを最新バージョンにアップデートすることができます。 

 

ADMERプログラムアップデートを行うには，以下の手順に従ってください。 

 

(1) メニューのヘルプから“ADMERのプログラム更新を確認”を選択します。 

図 8-26 ADMERプログラムアップデート 

 

 

(2) プログラムの更新が可能な場合には、以下のダイアログが表示されます。ここで“はい”をクリックしてください。 

図 8-27 ADMERプログラムアップデート 確認ダイアログ 

 

 

（注 1）本機能はネットワークを通じて，更新の有無を確認し，更新が存在する場合，プログラムをダウンロードします。イン

ターネットセキュリティソフトなどをご利用の場合，警告が出る可能性があります。この場合，ADMERSys.exeによる通信を

許可してください。 

(注 2)本機能は InternetExploreのネットワーク接続設定を用いて，データサーバーとやり取りしますので，ネットワークに

つながっていない，またはファイアーウォールなどのため外部のネットワークに出ることの出来ない環境では利用することが

出来ません。 
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(3) 更新の準備が整うと以下のダイアログが表示されます。ここで“OK”をクリックしてください。ADMER のプログ

ラムが最新バージョンに更新され、ADMERが再起動されます。 

 

図 8-28 ADMERプログラムアップデート プログラムの更新と再起動 

 

 

 

 

 

（注）Windows Vista 環境では，UserAccountControl 機能により，再起動時に管理者権限が求められる場合がありま

す。 
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9 ADMER付属データについて 

ADMERには，編集された気象データなどが付属しています。 

これらのデータの詳細は以下の通りです。 

表 9-1 ADMER内蔵データ一覧 

データ名 詳細 

アメダス観測地

点位置情報 

1999年以前のAMeDASデータを利用してADMER気象データを作成する場合に利用するア

メダス観測地点位置情報は平成 10年アメダス観測年報 CD-ROMに付属の amdindex.datに

収録された位置情報を元に，独自の形式に編集して利用しています。その他の形式の

AMeDAS データを利用する場合は，CD 内に収録されている観測地点位置情報を利用してい

ます。 

日射量及び雲

量，放射収支量 

地上気象観測原簿過去データ(1989～1994)・気象庁年報(1995～2006)を元に独自に集計・

編集しています。なお，インストーラにより配布されるのは 2006年のデータのみとなっています。 

市町村名，市町

村コード 

基本的に平成 16年 11月時点での市町村コードを利用しています。指標データに古いデータが

存在するため，より古い市区町村コードも含んでいます。 

H17 夜間人口 H17 夜間人口のデータソースは，平成 17 年度国勢調査に関する地域メッシュ統計(世界測地

系)（総務省統計局調査，（財）統計情報研究開発センターから販売）からの，人口総数を用いて

います。 

 

 上記のデータの入手先については以下の URLを参考にして下さい。 

気象データ等: (財）気象業務支援センター 

http://www.jmbsc.or.jp/ 

 

市町村コード等: （財）地方自治情報センター 

http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/ 

 

人口データ: （財）統計情報研究開発センター 

http://www.sinfonica.or.jp 
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Appendix 1  ソフトウェア使用同意書 

 

独立行政法人産業技術総合研究所（以下甲という）は，本ソフトウェアの使用者（以下乙という）が，以下の使用許

諾条件を注意深く読み，乙が全ての事項に同意した場合のみ使用を許可します。 

 

ソフトウェア使用許諾条件 

 

＜ 管理責任者，名称，管理番号の表示 ＞ 

 

第１項 甲は，本ソフトウェアの管理責任者を「東野 晴行」，名称を「産総研－曝露・リスク評価大気拡散モデル 

(AIST-ADMER) ver.2.5 ，National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - 

Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk Assessment ver.2.5」，管理番号を「H20PRO-872」

と定め，乙は本ソフトウェアの使用に際し独立行政法人産業技術総合研究所著作物，管理責任者，名称，管理番

号を表示すること。 

 

＜ 著作権 ＞ 

 

第２項 本ソフトウェアに関するプログラム及びドキュメント等の著作権は，甲が有しております。乙は，著作権法及

び著作権に係わる国際条約等関連法規を遵守して下さい。 

 

第３項 甲は，乙による本ソフトウェアに対するリバースエンジニアリング，逆コンパイル，逆アセンブル及びその他

の改変は一切禁止します。 

 

第４項 甲は，乙が本ソフトウェアに内蔵されているプログラム及びデータ類を，本ソフトウェア以外で使用すること

は一切禁止します。 

 

第５項 乙は，本ソフトウェアを使用した成果を学会・雑誌等に発表する場合は，発表文に以下の日本語又は英語

の引用文を入れるとともに，発表文の別刷りを送付して下さい。 

 引用文例：「本計算には独立行政法人 産業技術総合研究所で開発された AIST-ADMER ver.2.5を使用しま

した。」 

「The AIST-ADMER ver.2.5, which was developed by National Institute of Advanced Industrial 

Science and Technology, was utilized for this calculation.」 

 

第６項 本ソフトウェアでは，ESRI ジャパン株式会社の全国市区町村界データを使用しております。このデータの

著作権は ESRIジャパン株式会社に帰属します。 

 

 



 

Appendix1 II 

 

＜ 責任の制限 ＞ 

 

第７項 本ソフトウェア及びドキュメント等は，現状有姿のみでの提供となります。甲は乙に対してバージョンアップ

や不具合に対する対応の責任を一切負いません。 

 

第８項 甲は，本ソフトウェアの仕様及びドキュメントを改良のため乙に予告なく変更することがあります。 

 

第９項 甲は，乙が本ソフトウェア及びドキュメント等を使用し計算した予測結果の評価及び整合性等に対して，本

プログラム使用の引用を明記する，しないに関わらず保証するものでは有りません。なお，本プログラム内容に関

するお問い合わせに関しては，お答えしかねることがあります。 

 

第１０項 乙による本ソフトウェアの使用，または使用不能によって発生する損害及び当ソフトウェアに含まれるデ

ータに関して発生する損害に対する責任は，いかなる場合においても甲は一切負わないものとします。 

 

第１１項 全国市区町村界データの免責に関しては，ESRI ジャパン株式会社の既定に従います。簡易な閲覧な

どの利用を想定としたサンプルデータのため，精度の保証はされておりません。 

 

第１２項 本ソフトウェアに添付，または本ソフトウェアでダウンロード可能なアメダスデータは，気象庁から提供され

ているアメダス観測年報 CD-ROM の内容データの一部を 独自に編集・加工し、本ソフトウェアで利用できるよう

に提供するものです。このデータを用いる事によって生じうる損害に対して、気象庁が責任を負うことは一切ござい

ません。 

 

＜ 本ソフトウェアの配布の制限 ＞ 

 

第１３項 甲は，営利目的の個人，法人，団体等が，利益を得る目的で本ソフトウェアを配布，または他の製品と合

わせて配布することを原則的に一切禁止します。ただし甲が認めた場合において，乙が本ソフトウェアを製造・販

売，技術指導，サポートなどの業務を行う場合には，甲の指定する「指定技術移転機関」を介して実施契約を締結

し定められた実施料を支払うものとする。 

＊「指定技術移転機関」とは，甲が所有する知的財産権の専用実施権の設定又は譲渡を受け，甲以外の者に許

諾，知的財産権の譲渡を行うが，自らは実施しない機関をいう。 

 

第１４項 全国市区町村界データの配布に関しては，ESRIジャパン株式会社の既定に従います。 

 

＜ 裁判管轄の合意 ＞ 

第１５項 甲及び乙は，本同意書に関する訴訟の第１審の管轄裁判所を東京地方裁判所と定めることに合意しま

す。 

 

 

 



 

Appendix1 III 

 

＜ 発表文の別刷り等の送付先 ＞ 

第１６項 発表文の別刷り等及びプログラムバグ情報は以下の送付先まで御連絡下さい。お問い合わせに対する

個別の返答は，基本的に行うことができませんので予めご了承下さい。 

受付は書面または E-mailのみとし，電話でのお問い合わせはご遠慮いただくようお願いします。 

 

〒305-8569 茨城県つくば市小野川 16-1 

独立行政法人 産業技術総合研究所 

安全科学研究部門 

AIST-ADMER 宛 

URL: http://www.aist-riss.jp/software/admer/ 
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Appendix 2  ADMER計算パラメータ指定ファイルフォーマット 

 ADMERの計算パラメータ設定は計算ウィザード上で行う事が出来ますが，より細かくパラメータを設定する事

も可能です。これを行うには既定のフォーマットに従い，パラメータ設定をファイルに記述しておき，計算ウィザード

のファイル指定でそのパラメータ設定ファイルを指定します。ここでは，このパラメータ設定ファイルのフォーマット

を説明します。 

 

詳細設定可能パラメータ 

項目名 指定可能項目 単位 

分解係数 計算月毎，時間帯毎，グリッド毎 [sec－1] 

乾性沈着速度 計算月毎，時間帯毎，グリッド毎 [m/sec] 

洗浄比 計算月毎，時間帯毎，グリッド毎 － 

バックグラウンド濃度 グリッド毎 [g/m－3]  

 

1） 分解係数の設定ファイルフォーマット例（乾性沈着速度，洗浄比も同様です） 

 

 

//これは分解係数設定ファイルのサンプルです。 

//indexに 0を利用すると，便利に設定できます。 

//[グリッド番号 X，グリッド番号 Y，計算月，時間帯，値 の順] 

1,1,1,2,0.002 

0,0,1,0,0.003 

0,0,0,0,0.05 

行頭の // で始まる行はコメント行として扱

われます。 

指定したいグリッド番号 X，グリッド番号 Y，計算月番号(0～),

時間帯番号(0～6),の値を記述します。 

この例では，グリッド（1，1），1 月目,時間帯 2 の分解係数を

0.002に設定しています。 

0 を利用して一括指定が可能です。この行の設定では，全グ

リッドの計算月１の全時間帯の分解係数を 0.003 に設定して

います。 

設定が複数行に渡って行なわれる場合，常に設定が上書きさ

れていきます。この例では最終行がこの様になっているため，

上の行で設定した内容が上書きされ，分解係数は 0.05 で一

律設定される事になります。 



 

Appendix2 II 

指定項目 

項目名 内容 

グリッド番号 X 指定対象となる東西方向のグリッド番号を記述する。 

全てのグリッド番号を表現するには 0を用いる。 

グリッド番号 X 指定対象となる南北方向のグリッド番号を記述する。 

全てのグリッド番号を表現するには 0を用いる。 

計算月 指定対象となる計算月番号を記述する。 

全ての計算期間を表現するには 0を用いる。 

時間帯 指定対象となる時間帯番号を記述する。 

１：0時～4時 

２：4時～8時 

３：8時～12時 

４：12時～16時 

５：16時～20時 

６：20時～24時 

全ての時間帯を表現するには０を用いる。 

 

2） バックグラウンド濃度の設定ファイルフォーマット例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定項目 

項目名 内容 

グリッド番号 

（グリッド X，グリッド Y） 

指定対象となるグリッド番号を記述する。 

 

ADMERグリッド番号は計算範囲南西隅が原点（1,1）となる。 

グリッド番号 Xは東方向に増加し，グリッド番号 Yは北方向に増加する。 

 

 

 

//これはバックグラウンド濃度設定ファイルのサンプルです。 

//グリッド毎に設定する事が可能です。 

1,1,1.25 

12,0,0.25 

0,0,4.0 

行頭の // で始まる行はコメント行として扱われます。 

グリッド(1,1)のバックグラウンド濃度を 1.25に設定

します。 

0を利用して一括指定が可能です。この例では 

グリッド(12,1～)のバックグラウンド濃度を 0.25 に

設定します。 

設定が複数行に渡って行なわれる場合，常に設定が上書きされてい

きます。この例では最終行がこの様になっているため，上の行で設定

した内容が上書きされ，全てのグリッドのバックグラウンド濃度が 4.0

で一律設定される事になります。 
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グリッド番号の例 

 

 

N34°40′00″ 

E138°0′00″ 
1← グリッド番号 X →48 

64 

↑ 

 

 

グリッド番号Y 

 

 

↓ 

1 

N37°20′00″ 

E141°0′00″ 
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