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1 はじめに 

ADMERは，国立研究開発法人 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 

・ 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，指定期間平均（6つの時間帯区分あり）または 4時間毎の曝露評価が可能です。 

また詳細計算機能により，より詳細な空間分解能の解析が実行可能となっています。 

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の実行及び解析結果の確認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 Ver.3.5(AIST-ADMER Ver.3.5)， National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology – Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk Assessment 

  開発コード H27PRO-1872 
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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 Ver.3.5の動作環境は以下の通りとなっています。 

表 2-1 ADMER Ver.3.5 動作環境 

項目 内容 

CPU Core iシリーズ以上推奨 

メモリ 4GB以上 (注 1) 

ハードディスク空き容量（インス

トールドライブ） 

20GB以上推奨(最低 10GB以上)  (注 2) 

ハードディスク空き容量（データ

保存用ドライブ） 

50GB以上推奨(最低 10GB以上)  (注 2) 

OS Windows7,Windows8,Window8.1,Windows10 の 64bit版 (注 3) 

モニタ解像度 1280×800ピクセル以上推奨 

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。以下の URLからダウンロー

ド可能です。 

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

・Microsoft Visual C++ 2013再頒布可能パッケージ (x86) のインストール

が必要となります。 

詳細は，2.1.1を参照してください。 

・背景データに、GoogleMpas、OpenStreetMap、地理院タイルなどを表示さ

せる場合、ネットワーク接続が存在し、さらに ADMER が外部と通信可能とな

っている必要があります。 

 

（注 1）全国を対象として計算等を実施する場合，十分大きなメモリが必要となります。詳細計算範囲の計算

を行う場合，さらにメモリが必要となります。詳細は，表 2-3 メモリ搭載量と計算規模の目安を参照してく

ださい。 

（注 2） 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 500MB 程度(サンプ

ルデータ含む)必要となります。また，各種処理実行の際に，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，容量に十分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，常に十分な空き容量があることを確認してください。 

（注 3）64bit プロセスで動作する機能が存在します。このため 32bit 版 OS では動作しません。必ず 64bit 版

Windows 上で利用してください。 
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 ADMERのインストール前の準備 

 ADMERの動作に必要なランタイムプログラムインストーラの入手 

ADMER のインストーラを実行する前に，ADMER の動作に必要なランタイムプログラムをインストールする必要があ

ります。これらのランタイムプログラムをインストールするためのファイルは，マイクロソフト社のウェブサイトからダウンロー

ドする必要があります。 

このため，下表に示す２つのランタイムプログラムインストーラを入手してください。 

上記のインストーラのダウンロード URL は，ADMER ウェブサイトのダウンロードページにリンクが記載されています

ので，ブラウザ等で必要なインストーラファイルをダウンロードしてください。 

表 2-2 ADMERのインストールに必要なファイル 

ファイル名 内容 備考 

vcredist_x86.exe Visual Studio 2013 の Visual C++ 再頒布可

能パッケージ 

ダウンロード先 URLは，ADMER ウ

ェブサイトの“ダウンロード”ページに

記 述 さ れ て い ま す 。 ま た 、

ADMER3.5インストーラダウンロード

時に送信される案内メールにも記載

されています。 

 

 ADMERの動作に必要なランタイムプログラムのインストール 

2.1.1 でダウンロードした，ランタイムプログラムのインストールするためのファイルを実行し，インストーラの指示に従い

ADMER の動作に必要なプログラムをインストールしてください。インストールの際は，管理者権限が必要となる場合が

あります。ご使用の PCによってはこれらのランタイムプログラムが既にインストールされていることがあります。 

その場合，下図のようなダイアログが表示されますので，閉じるを押して終了してください。 

 

図 2-1 Microsoft Visual2013 C++  再頒布可能パッケージ (x86)がインストール済みの場合に現れるダイアログ 
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 ADMERインストーラの入手 

 ADMER ウェブサイトから，ADMER Ver.3.5のインストーラを入手してください。 

ダウンロードしたファイルは ZIP圧縮されていますので，適当なフォルダに解凍してください。すると，以下の様な 2つの

ファイルが得られます。 

 Setup_Admer_V350.msi 

 setup.exe 

 

 ADMERのインストール 

2.2 で入手した setup.exe を実行してください。管理者権限のないユーザーの場合，管理者権限を求められます。そ

の後，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。 

インストールの際は以下の点に注意してください。 

 日本語を含むフォルダにインストールすることは避けてください。 

 C:¥ Program Files (x86)や Program Files 以下にインストールした場合，OSに備わるユーザーアカウント

制御（UAC）により，ADMER の動作に異常をきたす場合があります。このため，上記以外の場所（例：

C:¥ADMER3.5 など）にインストールしてください。 

 Ver.2.6など旧バージョンの ADMER と Ver.3.5は共存可能です。Ver.3.5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 2.4を参照してください。 

 インストール途中，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，ラインスについては，巻末の Appendix 1 にも掲載して

いますのでご確認ください。 

 

 以前の ADMERをご利用中の方へ 

以前の ADMER をお使いの方は，インストールフォルダに注意してください。ADMER Ver.3.5 は以前のバージョン

の ADMER と独立して共存可能ですが、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。 

 

なお，ADMER Ver.3.5 を含む ADMERVer.3以降からは，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(Ver.2.6など)で作成したデータは Ver.3以降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 Ver.3.5は ADMER Ver.3で作成したデータを取り扱うことが可能です。ただし、Ver.3 と Ver.3.5が共存す

る環境で、同じプロジェクトディレクトリを Ver.3 と Ver.3.5で共有することは誤動作の原因となるため避けてください。 

Ver.3で作成したデータを Ver.3.5で使用する場合、以下の手順に従ってください。 

(1) Ver.3のプロジェクトディレクトリを、他の場所にコピーする。 

(2) Ver.3.5を起動し、プロジェクトディレクトリの変更を行い、他の場所にコピーしたプロジェクトディレクトリ指定する。 
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 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:￥ADMER3.5)以下のプロジェクトディレクトリが削除

されます。作成した気象データ，排出シナリオ，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削除されないようにしてください。 

(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る場合があります。そのような場

合，手動で削除してください。 
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 ADMER Ver.3.5について 

ADMER Ver.3.5は，Ver.2.6や Ver.3.0から以下の点が変更および機能追加されています。Ver.3.5.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。 

 

 主な機能追加（Ver.3.0→3.5での変更点） 

(1) 背景図表示の追加 

これまでの ADMERでは、背景図として都道府県界、市区町村界のみが表示可能でした。Ver.3.5からは、ネ

ットワーク接続されている場合、GoogleMap、OpenStreetMap、地理院タイル地図（白地図、標準地図、淡色

地図）のいずれかを選択して表示可能となりました。 

 

 主な機能追加（Ver.2.6→3.0での変更点） 

ADMER Ver.3では，拡散計算機能に大きな変更がありました。 

(1) 4時間値計算の実装 

Ver.2.6 までの ADMER は，6つの時間帯でかつ１ヶ月平均の大気中濃度を計算可能でした。Ver.3からは，

指定した日時（4時間値）の大気中濃度変化の計算が可能となりました。 

 

(2) 詳細計算機能 

これまでの ADMERにおけるサブグリッド計算機能を整理し，操作を簡略化した機能です。 

ADMER 基本計算単位である 5km×5km グリッドを組み合わせた矩形の領域を，詳細計算範囲として事前

登録しておきます。その後，計算ケース作成時に，その詳細計算範囲を指定するだけで，その範囲内がより詳

細なグリッド（100m，500m，1km）に分割され，その詳細なグリッドについて大気中濃度等が計算されます。 

Ver.2.6 までは，このような計算を行う場合，詳細計算範囲用の排出量（サブグリッド排出量）などを別途作成す

る必要がありましたが，Ver.3.0からは，範囲を指定するだけで詳細なグリッドの計算が実行可能となりました。 

詳細計算機能により，高精度が要求される近隣の発生源については数 100mの解像度で計算し，それほど高

い精度が要求されない遠方の発生源からの影響についてはこれまで通り 5km 解像度での計算を行い，高い

空間解像度と計算時間やデータ容量の効率化を同時に実現されます。このような計算を行うことで，郊外都市

のように発生源密度が比較的低い地域や沿道のように発生源と評価地点が近い場所での予測精度が大幅に

向上します。 

 

(3) 新しい気象データ種別の導入と整理 

4時間計算を実現するため，これまでになかった 4時間毎の気象データが作成可能となっています。 

気象データの種別は，長期間の期間平均値を計算するために使用する“気象データ(集計値)”と 4 時間毎の

時間変化の計算に使用する“気象データ（集計値）”の 2種類に整理されました。 

また，気象データ作成手法を整理し，操作を簡略化しました。 

 

(4) 排出シナリオの導入 

これまでグリッド排出量データと呼称していた物質の排出情報を“排出シナリオ”に変更しました。これは，ある

グリッドの排出量値の呼称と多数のグリッドの排出量をひとまとめにしたデータの区別をつけるためです。 

排出シナリオには，ある１つの物質のグリッド排出量が複数含まれます。 
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また，これまで 5km グリッドのグリッド排出量には排出高さの設定がありませんでした。Ver.3 からは，5km グリ

ッドで定義された排出量データを用いて詳細計算を実施可能としたため，5km グリッドの排出量データにも排

出高さを設定する必要があります。 

 

(5) 排出シナリオの時間変化について 

ADMER Ver.2.6 まで，あるグリッドの排出量データは月毎，時間帯毎に設定することは可能でしたが，連続的

に変化していくような排出量データは存在しませんでした。 

ADMER Ver.3から，気象データ（4時間値）を取り扱えるようになり，4時間毎に変化していく大気中濃度の計

算が可能となりました。これに対応し，4時間毎に変化していく排出シナリオが作成可能となりました。 

 

(6) 各種処理の 64bit化 

気象データ作成機能，排出量データ作成機能，拡散計算機能が 64bit化され，これまでよりも多くのメモリを使

用して計算することが可能となりました。 

特に拡散計算機能については，64bit化されたことにより，大きなメモリを搭載したPCでは，これまで不可能で

あった広範囲の詳細なグリッドの計算が可能となりました。 

以下に，メモリ搭載量と計算可能な計算範囲，グリッドサイズの目安を示します。 

表 2-3 メモリ搭載量と計算規模の目安 

メモリ搭載

量 

計算範囲：関東（5km 42×57グリッド） 計算範囲：全国(5km 370×518グリッド) 

5km 

グリッド 

1 ㎞ 

グリッド 

500m 

グリッド 

100m 

グリッド 

5km 

グリッド 

1 ㎞ 

グリッド 

500m 

グリッド 

100m 

グリッド 

4GB ○ ○ × × ○ × × × 

32GB ○ ○ ○ × ○ × × × 

114GB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

注１） ○:計算可能 ×:計算不可能 

注２） 1km グリッド，500m グリッド，100m グリッドとは，計算範囲と同じ大きさの詳細計算範囲をそれらの

グリッドサイズで作成し，その詳細計算範囲で集計値計算を実行した場合の計算可否を示してい

ます。 

 

なお，排出シナリオ数や計算パラメータ設定などにより，計算に必要なメモリ量は増減します。このため，上記

の表は，計算が可能なことを保証するものではありませんのでご注意ください。 

 

(7) 計算結果解析の拡充 

4 時間計算を行った計算ケースでは，これまで存在したヒストグラム表示，数値表示に加えて，あるグリッドの大

気中濃度等の時間変化を把握できる時系列グラフ表示が追加されました。 

また，分布図表示においても，4時間毎の分布図表示が可能となりました。 

 

(8) CSV出力機能の拡充 

出力対象地点または範囲を，地図上で選択できるようになりました。 

また，登録した地点から一定距離離れたグリッドを出力対象にすることができるようになるなど出力地点の選択

方法が拡充されました。 
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また，4時間計算を行った計算ケースでは，あるグリッドについての値の時系列変化も出力可能となりました。 

 

(9) ソースレセプターマトリックス解析の実装 

複数の排出シナリオを用いて計算する場合，あるグリッドの大気中濃度は，複数の排出シナリオからの寄与が

含まれます。ソースレセプターマトリック解析を行うと，各グリッドの大気中濃度に対する排出シナリオ毎の寄与

度を解析することが可能となります。 

ただし，ソースレセプターマトリックス解析は，計算負荷が高くなり，計算に必要なメモリ量が増大するため，計

算範囲の大きさや PC環境によっては実行できない場合があります。 

ソースレセプター解析結果は，CSV形式ファイルに出力されます。 

 

 機能の廃止（Ver.2.6→3.0での変更点） 

(1) 気象データ作成手法の整理 

気象官署(舘野)の放射収支量を用いて安定度を計算する気象データ作成は廃止されました。 

 

(2) 計算結果解析機能の整理 

縦軸に登録指標データを用いたヒストグラム表示は廃止されました。指標データを用いた解析を実施する場

合，計算結果の CSV出力機能で出力した計算結果を用いて，Excel等で実施してください。 

 

 以前のバージョンとの互換性 

ADMER Ver.3.5 を含む Ver.3 以降では，気象データ，発生量データ，計算結果など，様々なデータのフォー

マットが更新されており，基本的に，以前のバージョン（Ver.2.X 、Ver.1.X）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.3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.3 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。 
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 ADMERの起動と終了 

 

 ADMERの起動 

ADMERを起動するには“スタートメニュー”から“ADMER3.5”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 ADMER3.5アイコンをダブルクリックしてください。 

図 2-2 ADMER起動画面 

 

 

 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 気象データ集計値×1 年分＋排出シナリオ（点源）×１＋

計算ケース×1 

23MB程度 

気象データ 4 時間値×1 年分＋排出シナリオ（点源）×１

＋計算ケース×1 

140MB程度 

北海道 気象データ集計値×1 年分＋排出シナリオ（点源）×１＋

計算ケース×1 

120MB程度 

気象データ 4 時間値×1 年分＋排出シナリオ（点源）×１

＋計算ケース×1 

640MB程度 
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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。特に詳細計算を実施する場合，

そのグリッド数によっては基本計算よりも多くのディスク容量が必要となります。このため，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。 

 以下の例では，“D:￥Program Files￥ADMER3.5”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(D:￥Program Files￥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 2-3 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 2-4 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。 
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 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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 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。 

 

 

 

計算結果確認・解析

計算実行

計算準備

解析対象となる計算範囲の作成・選択

対象計算範囲の気象データ作成
気象データ（4時間値）、気象データ（集計値）

対象計算範囲の排出シナリオの作成

排出シナリオ（時間変化あり）、排出シナリオ
（一定値）

計算に用いるパラメータの確認

計算ケースの作成

計算実行

計算結果の確認
（表、分布図）

計算結果を用いた解析
（ヒストグラム、計算結果CSV出力等）
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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。 

 

 ADMERの計算範囲の概要 

ADMER の計算範囲は，約 5km×5km のグリッドからなる矩形の領域となります。これを基本計算範囲もしくは単に

計算範囲と呼びます。  

通常，ADMER で行う処理，ADMER 用気象データ作成，排出シナリオの作成，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。 

 

 ADMERグリッドと詳細グリッド，詳細計算範囲と基本計算範囲 

ADMERの計算範囲を構成する計算グリッドは 3次メッシュ（約 1km グリッド）5×5個，つまり約 5km×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 グリッドと呼びます。また，通常の ADMER の計算では，この

ADMERグリッド単位で計算値が出力されます。 

 ADMER Ver.3 からは，基本計算範囲内の ADMER 計算グリッドを複数組み合わせた矩形領域内より細かなグリッド

単位で計算する機能が追加されました。より細かなグリッドで計算する範囲を詳細計算範囲と呼び，その計算を詳細計

算と呼びます。これは，Ver.2.6 に存在したサブグリッド計算を整理した機能です。サブグリッド計算と比較すると，より簡

単な操作で詳細な計算を行うことが可能となりました。 

 詳細計算範囲は，複数の ADMER グリッドからなる矩形領域を詳細グリッドに分割した範囲です。詳細グリッドのサイ

ズは，約 1km×1km，約 500m×500m，約 100m×100mの 3種類が存在します。 

 

 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。 

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。 
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表 3-1 ADMER既登録計算範囲 

名称 範囲 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 

 

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 
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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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 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 

 

 

 計算範囲の作成，確認，削除 

 

 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，目的により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） 計算範囲新規作成画面が現れます。任意の計算範囲名を入力します。 
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図 3-4 計算範囲新規作成画面 

 

 

3） 次に，計算範囲を地図上で指定します。範囲指定は，作成したい計算範囲の南西端と北東端の ADMER グリッ

ドを指定することで行います。まず，南西端を指定するため，表示位置を適切な位置に移動，拡大し，計算範囲

南西端に設定するグリッドを表示して下さい。次にツールバーの“南西”をクリックし，南西端指定モードにしてくだ

さい。計算範囲南西端として設定したいグリッドをクリックすると，グリッドの色が変わります。（若干時間がかかる

場合があります） 

図 3-5 計算範囲南西端の指定 

 

 

注）標準状態では，表示性能を向上のため，ADMER グリッド表示が“陸地を表示”になっており，海域部のグリ

ッドが表示されません。計算範囲の南西端に海域部のグリッドを選択したい場合，ADMER グリッド表示を“すべ

て(陸地・沿岸・海域)を表示”または“陸地・沿岸を表示”などに切り替えてください。 
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4） 次に，計算範囲北東端を指定します。表示位置を適切な位置に移動，拡大し，計算範囲北東端に設定するグリ

ッドを表示して下さい。次に北東端を指定するため，ツールバーの“北東”をクリックし，北東端指定モードにした

状態で，北東端グリッドをクリックしてください。 

図 3-6 計算範囲北東端の指定 

 

 

5） 南西端，北東端を指定した後，画面下部の“範囲決定”ボタンを押します。すると，指定範囲に含まれる都道府県

リストが現れます。計算対象としたい都道府県にチェックを入れ“決定”ボタンを押してください。 

図 3-7 範囲決定ボタン 

 

 

図 3-8 計算対象都道府県の指定 
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ここでいう計算対象とする都道府県とは，大気中濃度などの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。 

 

6） 計算範囲及び計算対象都道府県を決定した後，計算範囲を確認し，“範囲作成”ボタンを押してください。計算

範囲作成処理が行われます。ADMER Ver.3 では，計算範囲内の GIS データを作成，初期化するため計算範

囲作成に数分の時間を要する場合があります。計算範囲作成処理が終了すると，下記内容で登録しましたという

ダイアログが現れますので，OKボタンを押して終了して下さい。 

図 3-9 作成する計算範囲の確認 

 

 

図 3-10 計算範囲作成処理の終了 

 

 

7） 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。 
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図 3-11 計算範囲作成処理の終了 

 

 

以上で新規計算範囲の作成は終了です。 

 

 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，その計算範囲に属する情報を閲覧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，結果表示地点，背景データ，指標デー

タなどの計算範囲に属する情報の表示が可能です。 

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，計算実行が出来ない場合がある事が確認されています。このような場合，より小さい計算範囲を

作成しなおしてください。 
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図 3-12 計算範囲図表示 ボタン 

 

 

 図 3-13 計算範囲図表示例 

 

 

 

 

計算範囲情報 

ADMER グリッド表示方法選択 

登録された結果表示地点の確認(3.5 参照) 

背景データ表示選択 

登録された詳細計算範囲を確認(3.7 参照) 

地図操作，階級設定，画像出力 
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図 3-14 計算範囲図表示例 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標データ表示の ON/OFF 

表示する指標データを選択 ON/OFF(3.6 参照) 

凡例表示 ON/OFF および表示位置 

表示階級の設定 

（注 1） 計算範囲の大きさにも依存しますが，100m グリッド単位で定義された指標データの分布図を表示

する場合，地図表示されるまでに非常に時間がかかる場合があります（PC性能にもよりますが 10分程度か

かる場合があります。） 

（注 2）分布図を複数回起動していると，稀にエラーが発生する場合があります。その様な場合，ADMER を

再起動してください。 

背景データの ON/OFF と選択 
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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 名称，計算範囲四隅の緯度経度，グリッド数，計

算対象都道府県が表示されます。 

 

階級設定 指標データの表示階級とカラーテーブルを変更

できます。 

詳細は，8.1 階級設定について を

参照してください。 

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 3

個のADMERグリッド程度までとして

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。 

結果表示地点 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。 

結果表示地点に関しては，3.5 結果表

示地点を参照してください。 

背景データ表示 以下の背景図を選択可能です。 

・都道府県界 

・市区町村界 

・GoogleMaps 

・OpenStreetMap 

・地理院タイル（標準地図、淡色地図、白地図） 

都 道 府 県 界 、 市 区 町 村 界 は

ADMER に内蔵されているためネッ

トワーク接続無しで表示可能です

が、その他の地図はネットワーク接続

が必要となります。 

データ表示 システムに内蔵されているシステム指標データ，

ユーザーがその計算範囲に登録したユーザー登

録データの表示が可能です。 

・5km，1km，500m と 100mの指標

データの表示が可能です。 

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。 

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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 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 3-15 計算範囲削除 

 

 

 計算範囲属性情報 

 計算範囲毎に，その計算範囲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 3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。 

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に用いる事が出来ます。 

システムに内蔵されたシステム指標データと，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。 

詳細計算範囲 ADMER グリッドよりも詳細なグリッド単位で計算したい範囲を詳細計算範囲として登録し

ます。 
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 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，計算結果の出力設定などで，目的地点を簡単に選択するこ

とが出来ます。 

 

 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。 

はじめに計算範囲 関東に葛西臨海公園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 3-16 結果表示地点情報 

 

 

2） “新規追加”ボタンを押すと，新規追加ウィンドウが現れますので，地点名を入力します。緯度経度の入力または

指定ボタンを押して地図上をクリックすることにより結果表示地点位置を指定します。その後，“OK”ボタンを押し

てください。 
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図 3-17 結果表示地点 新規追加ウィンドウ 

 

 

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 3-18 追加結果表示地点の確認 

 

 

 結果表示地点の追加（ファイル読込み） 

事前に地点情報を記述したファイルを用意しておき，そのファイルから読み込んで結果表示地点の追加を行

うことも可能です。 

まず，以下の様な結果表示地点情報ファイルを用意します。 

なお，緯度経度は，世界測地系の値を使用してください。 
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結果表示地点情報ファイル例   

 

 

 

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 3‑19 結果表示地点情報ファイル選択ダイアログ 

  

 

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。 

図 3‑20 追加結果表示地点の確認 

 

 

ファイル読み込みによる結果表示地点追加は以上です。 

//で始まる行はコメント行として扱われます。 

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。 



 28 

 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。指標データにはグリッド毎，行政コード毎の指標値が含まれています。 

 ADMERが取り扱う指標データは，その登録形態により，以下の 2種類に分かれます。 

表 3-4 登録形態ごとの指標データ種類 

名称 登録形態 備考 

システム指標データ ADMERに付属，もしくはデータ更新により

取得する指標データです。基本的に日本

全国のグリッドの指標データが含まれます。 

システム指標データは，全ての計算範囲

で使用可能です。 

ユーザー登録指標データ ユーザーが登録し使用する指標データで

す。登録するためには，既定フォーマットの

登録用データファイルをユーザーが作成

し，ADMERに登録する必要があります。 

ユーザー登録指標データは，計算範囲

毎に登録します。このため，登録した計

算範囲でのみ使用可能です。 

 

 ADMERが取り扱う指標データは，以下のいずれかのグリッドサイズとなります。 

表 3-5 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 3次メッシュと同様。約 1km×1km 

500m 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 3次メッシュを 10×10分割したグリッド。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。 

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

 

 100m メッシュコードは，ADMERが独自に定めたコードです。以下に ADMERの指標データ登録に用いる 100m メ

ッシュコードについて説明します。 

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(システム指標データ)が内蔵されています。システム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。 

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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 ユーザー登録指標データの準備 

 ADMER には，システム指標データとして，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，排出シナリオの作成に利用する事が可能です。 

 これらシステム指標データとは別に，計算範囲毎に独自の指標データ登録する事で，システム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，ユーザー登録指標データを登録するための，準備について説明します。 

 

 ユーザー登録指標データを 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 3-6 指標データのメッシュコード 

ユーザー登録指標データ

のグリッドサイズ 

登録用データのグリッドサイズ 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（5㎞） 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 3次メッシュ単位 3次メッシュコード 

500m グリッド 4次メッシュ単位 4次メッシュコード 

100m グリッド 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 3-6 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 グリッドのユーザー登録指標登録用ファイルと 1km グリッドの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，登録時に ADMER グリッド指標単位を選択すると 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登録されます。 

注）100m グリッド指標データは，データ量が膨大になるため処理に時間がかかる場合があります。広い計算範囲

に対して 100m グリッド指標データを登録し，指標データ表示や，指標データを使用した排出シナリオの作成を行

う場合，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のでご注意ください。 

このような状況を避けるため，100m グリッド指標データを登録する場合は，日本全国や東日本全域のような広い範

囲に登録することを避け，都道府県程度の小さい範囲のデータのみを含むように，元データを分割して登録するよ

うにして下さい。 
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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. 

64417403, 01303, 120. 

64417404, 01303,   7. 

64417406, 01303,   7. 

64417407, 01304,  21. 

64417408, 01304,  20. 

64417409, 01304,  26. 

64417411, 01303,  42. 

64417412, 01303, 395. 

64417413, 01303, 239. 

64417414, 01303,  42. 

64417417, 01303,  18. 

64417417, 01303,   9. 

・・・・・・ 

（データ数分続く） 

・・・・・・ 

64417402, 01303,  43. 

64417403, 01303, 120. 

64417404, 01303,   7. 

64417406, 01303,   7. 

64417407, 01304,  21. 

64417408, 01304,  20. 

64417409, 01304,  26. 

64417411, 01303,  42. 

64417412, 01303, 395. 

64417413, 01303, 239. 

64417414, 01303,  42. 

64417417, 01303,  18. 

64417420, 01303,   9. 

・・・・・・ 

（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。 

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。 

同一コード，同一市町村コードのデータがあっても，

ADMER は個々に独立したデータとして登録します。デ

ータ使用時には集計されるため問題はありませんが，指

標データサイズを小さくしたい場合は，出来るだけ事前

に集計して登録用ファイルを作成するようにしてくださ

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. 

644174031, 01303, 120. 

644174042, 01303,   7. 

644174063, 01303,   7. 

644174071, 01304,  21. 

644174082, 01304,  20. 

644174091, 01304,  26. 

644174111, 01303,  42. 

644174122, 01303, 395. 

644174131, 01303, 239. 

644174142, 01303,  42. 

644174171, 01303,  18. 

644174202, 01303,   9. 

・・・・・・ 

（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. 

64417403911, 01303, 120. 

64417404912, 01303,   7. 

64417406922, 01303,   7. 

64417407913, 01304,  21. 

64417408911, 01304,  20. 

64417409934, 01304,  26. 

64417411945, 01303,  42. 

64417412978, 01303, 395. 

64417413988, 01303, 239. 

64417414925, 01303,  42. 

64417417976, 01303,  18. 

64417420933, 01303,   9. 

・・・・・・ 

（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。 



 33 

 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。 

事前に上記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“グリッド指標登録用データ.txt”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，画面下部の“新規追加”ボタンをクリック

します。 

図 3-21 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，任意の名称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 3-22 ユーザー登録指標データ追加ダイアログ 
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図 3-23 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 3-24 ユーザー登録指標データ追加後の画面 

 

 

  ユーザー登録指標の登録は以上です。 

 

 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。 データ名及びカテゴリ，単位を変更し“OK”ボタンを押してください。 
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図 3-25 ユーザー登録指標データ編集ダイアログ 

 

 

2） ユーザー登録指標データ情報画面で変更を確認します。 

図 3-26 ユーザー登録指標データ編集後の画面 

 

 

 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，この操作では，システム指標データは削除できません。システム指標データの削除は，8.3 ADMER データを

参照してください。 
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 詳細計算範囲について 

 ADMER では，ある計算範囲内の一部の範囲をより詳細なグリッドで計算することが可能です。ただし，詳細に計算す

る範囲（詳細計算範囲と呼びます）を事前に登録しておく必要があること、一つの計算ケースにおいて指定可能な詳細

計算範囲は２つまでなどの制限があります。詳細計算範囲の追加・編集・削除は，詳細計算範囲タブで行います。 

 

 詳細計算範囲の新規追加 

 複数の ADMERグリッドからなる矩形の領域を詳細計算範囲として追加します。 

 

1） 計算範囲管理画面の詳細計算範囲タブをクリックすると，詳細計算範囲管理画面が表示されます。 

図 3-27 詳細計算範囲管理画面 

 

 

2） 新規追加をクリックすると詳細計算範囲 新規追加ウィンドウが起動します。名称を入力し，計算範囲作成時と

同様に，作成したい詳細計算範囲の南西端と北東端を指定してください。 

図 3-28 詳細計算範囲 新規追加ウィンドウ 
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3） 詳細計算範囲管理画面に，詳細計算範囲が追加されていることを確認します。 

図 3-29 詳細計算範囲管理画面(確認) 

 

 

 詳細計算範囲の編集 

 既に登録済みの詳細計算範囲情報を編集します。ここで，詳細計算範囲の緯度経度の変更，グリッドサイズの変更

は，慎重に行ってください。既に計算に使用している詳細計算範囲を変更すると，同じ名称の詳細計算範囲でも，計算

実行時の詳細計算範囲と，登録されている詳細計算範囲が異なる状態となるため，不整合が生じます。 

 

1） 詳細計算範囲管理画面で編集したい詳細計算範囲を選択し，編集をクリックします。 

図 3-30 詳細計算範囲管理画面(編集) 
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2） 名称，グリッドサイズまたは緯度経度を編集し，範囲作成をクリックします。 

図 3-31 詳細計算範囲編集ダイアログ 

 

 

3） 詳細計算範囲管理画面に，名称，グリッド数または緯度経度の変更が反映されていることを確認します。 

図 3-32 詳細計算範囲管理画面(編集確認) 
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 詳細計算範囲の削除 

 登録済みの詳細計算範囲を削除します。 

 

1） 詳細計算範囲管理画面で削除したい詳細計算範囲を選択し，削除をクリックします。 

図 3-33 詳細計算範囲管理画面(削除) 

 

 

2） 確認ダイアログが現れますので，“OK”をクリックします。選択した詳細計算範囲が削除されます。 

 

図 3-34 詳細計算範囲削除 確認ダイアログ 
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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，計算範囲毎に気象データを作成する必要があります。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。 

 

 ADMER気象データの種類 

 ADMER Ver.3 では以下の 2 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 4 時間毎に集計された気象データ(4 時間値) 

 例：2011 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 1 年間の 4 時間毎に変化する気象条件を含む気象データ 

2） ある期間の平均を取った気象データ(集計値) 

 例：1999 年 4 月 1 日から 2000 年 3 月 31 日までを集計値し，１つにまとめた期間集計気象データ 

 

 気象データ(4 時間値)は，ADMER Ver.3 から導入された形式のデータです。ある年について 4 時間毎に経時

変化する気象条件が含まれます。このため，この気象データを使用することで，4 時間毎の拡散状況を計算可能

となります。気象データ（4 時間値）は常に 1 データ 1 年間という単位で作成します。 

気象データ（集計値）は，ADMER Ver.2.6 までの期間平均気象データと同一の内容となっています。この気

象データを使用することで，長期間の平均大気中濃度の計算を高速に実施することが可能です。 

 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 2 種類に分けることが出来ます。 

 

A   アメダス及び雲量データから作成 

B アメダス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 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。 

 ADMER は，1990 年以降の気象官署データ(注 1)をダウンロードして使用することができるため，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，システムが対象範囲に応じて自動的に選択します。 

 

 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 amdt1_YYYY-YYYY などの表記は ADMER 気象データ管理画面での表示名です。 

 

表 4-1 ADMER気象データ種類一覧（YYYYは作成対象年） 

 AMeDAS及び雲量（各気象官署）データから作成 AMeDASデータのみから作成 

気象データ

(4時間値) 

amdt1_YYYY-YYYY.bin amdt2_YYYY-YYYY.bin 

気象データ

(集計値) 

amds1_YYYYMMDD-YYYYMMDD.bin amds2_YYYYMMDD-YYYYMMDD.bin 

                                                      
 正式名称：地域気象観測システム (Automated Meteorological Data Acquisition System) 
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 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。 

 

(注 1)ここで AMeDAS データおよび雲量データについてはサンプルとして 1 年分のデータがシステムに付属し

ています。 サンプル以外のデータは 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。 

 

 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。 

図 4-1 気象データ管理画面 
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 ADMER用気象データの作成 

 

 気象データ(4時間値)の作成 

気象データ(4時間値)の作成手順を説明します。 

作成対象年のアメダスデータ及び雲量データが必要となります。これらのデータの入手については，8.3 ADMERデ

ータ更新を参照して下さい。 

ここでは例として 2011年の気象データ(4時間値）作成を取り上げます。 

 

1） 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“気象データ作成”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。 

気象データ種別を“気象データ(4 時間値)”，元データ種別をここでは，“アメダスデータ及び雲量データ”，対

象期間の年を“2011”年に設定してください。 

図 4-2 気象データ作成ダイアログ 

 

 

2） “気象データ作成”ボタンを押すと，気象データ作成処理が開始されます。 

図 4-3 気象データ作成プログレスバー 

 

 

3） 気象データ管理画面で気象データ(4時間値）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 “amdt1_2011-2011” 

 

気象データ(4時間値)作成は以上です。  

(注）マシンスペックや計算範囲の大きさにもよりますが，気象データ(4時間値)の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。 
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 気象データ（集計値）の作成 

気象データ（集計値）の作成手順を説明します。気象データ（集計値）は，任意の期間における期間平均気象データ

であり，ADMER Ver.2.6 における期間平均気象データと同一です。気象データ（集計値）を作成する場合，作成期間

のアメダスデータおよび雲量データが必要となります。これらのデータの入手については，8.3 ADMER データ更新を

参照して下さい。 

 

ここでは例として 2010年 4 月 1日から 2011 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。

2010年，2011年のアメダスデータおよび雲量データは事前に入手しているものとします。 

 

1） 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“気象データ作成”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。気象デ

ータ種別を“気象データ(集計値)”，元データ種別をここでは，“アメダスデータ及び雲量データ”，対象期間を

“2010/4/1～2011/3/31”に設定してください。 

図 4-4 気象データ作成ダイアログ 

 

 

1） “気象データ作成”ボタンを押すと，気象データ作成処理が開始されます。 

 

 

 

注）気象データ(集計値)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

の大きさや指定期間の長さにもよりますが，ADMER インストールディレクトリに最低でも 4GB 以上の空き容量があるこ

とを確認の上，気象データ(集計値)の作成を行なってください。 
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図 4-5 気象データ作成プログレスバー 

 

 

2） 気象データ管理画面で気象データ(集計値）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 “amds1_20100401-20110331” 

 

気象データ（集計値）作成は以上です。 

 

(注）マシンスペックや対象期間の長さ，マシンスペックにもよりますが，気象データ（集計値）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。 
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 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 

 風況図（気象データ（4時間値）のみ） 

 

 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。表示画面は以下の通りです。 

 

図 4-6安定度分布 表示画面 

 

 

図 4-7 風配図 表示画面 
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 安定度分布・風配図の設定項目は以下の通りです。 

表 4-2 安定度分布・風配図 設定項目 

項目 内容 備考 

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。緯

度経度で指定する場合は，地図画面を用いて指定します。 

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。 

 

期間設定 データ集計対象期間（開始・終了年月日）を指定することが可

能です。 

気象データ（4 時間値）

のみ 

グラフを保存 グラフを拡張メタファイル（emf）もしくは PNG 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 

 

 大気安定度分布，風配図グラフの時間帯の設定 

表示する時間帯を選択します。気象データ管理画面の“時間帯：”の下のドロップダウンリストをクリックす

ると以下のようになります。選択可能な時間帯は「日平均」，「0-4 時」，「4-8 時」，「8-12 時」，「12-16 時」，「16-

20 時」，「20-24 時」の 7 つです。 

図 4-8 時間帯の設定 

 

 

 大気安定度分布，風配図グラフの範囲設定 

気象データ管理画面の“範囲設定”ボタンを押すと，以下のようなダイアログが現れます。範囲設定をすると指定した範

囲または地点の安定度分布または風配図を表示することができます。範囲の指定方法は以下の 4通りあります。 
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図 4-9 範囲設定ダイアログ 

 

 

1） 全計算メッシュを対象とする 

“全計算メッシュを対象とする”にチェックを入れると基本計算範囲が対象範囲となります。 

 

2） 登録されている地点から選択する 

結果表示地点を登録すると，図 4-9のようにリストに地点名が表示されます。“登録されている地点から選択

する”にチェックを入れ，リストから選択した一つの地点が対象地点となります。 

 

3） 緯度経度で指定する 

任意の地点を指定できます。“緯度経度で指定する”にチェックを入れ，“地図で指定する”ボタンを押すと，

以下の画面が現れます。地図上をクリックするか，画面左の緯度経度を入力して“OK”ボタンを押すとその地

点が対象地点となります。 

図 4-10 範囲設定 緯度経度で指定する 
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4） 範囲指定 

任意の範囲を指定できます。“緯度経度で指定する”にチェックを入れ，“範囲指定”にチェックを入れて“地

図で指定する”ボタンを押すと，以下の画面が現れます。メニューバーの“南西”，“北東”で範囲を選択し

“OK”ボタンを押すとその範囲が対象範囲となります。 

図 4-11 範囲設定 範囲指定 

 

 

 大気安定度分布，風配図グラフの期間設定(4時間値のみ) 

 気象データ（4 時間値）を表示している場合，データ集計対象期間（開始・終了年月日）を指定することが可能です。大

気安定度分布，風配図を表示させた状態で，“期間設定”ボタンを押すと以下のダイアログが現れます。 

図 4-12 期間設定 

 

 

 “全期間指定”にチェックを入れると，全期間が対象になります。“任意期間指定”にチェックを入れると，対象期間が設

定できます。OKボタンを押すと，指定期間のデータが集計され，大気安定度分布及び風配図が表示されます。 

 

 大気安定度分布，風配図グラフの保存 

安定度分布，風配図のグラフを拡張メタファイル（emf）もしくは PNG 形式で保存することが可能です。気象データ管

理画面で“グラフを保存”というボタンを押すと以下のグラフの保存先を指定するダイアログが現れます。 
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図 4-13 グラフの保存 

 

 ファイル名を決めて，ファイルの種類（emf もしくは PNG形式）を選ぶと，グラフが保存されます。 

 

 風況図の表示 

 気象データ（4 時間値）では，4 時間平均の風況図表示（風速ベクトル表示）が可能です。気象データ管理画面で対象

とする気象データ（4時間値）を選択し，画面下部の“風況図”ボタンを押して下さい。 

図 4-14 風況図表示 

 

 

 風況図の設定項目は以下の通りです。 

表 4-3 風況図 設定項目 

項目 内容 備考 

時間帯 表示中の年月日の時間帯を切り替えることが可能です。  

期間設定 表示年月日を指定可能です。  

時間帯制御 進む，戻るボタン ＜＝，＝＞で表示年月日，時間帯を調整することが可

能です。 

 

凡例表示 風速ベクトルの凡例を表示します。  

 

表示する日時を設定 

凡例表示 ON/OFF および表示位置 
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5 排出シナリオについて 

ADMER によるシミュレーション計算では，計算対象とする物質の排出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に関する情報を作成する機能が組み込まれています。 

 

 排出シナリオとは 

 これまでの ADMER では，あるグリッドの排出量や複数のグリッドの排出量をまとめたデータを排出量データと呼んで

いました。ADMER Ver.3 からは，ある作成手法に基づき作成した 1 つまたは複数のグリッドの排出量を排出シナリオと

呼称することになりました。 

また，これまでの ADMER では，ADMER グリッド単位の排出量と 1 ㎞，500m，100m グリッド単位のサブグリッド排

出量が存在し，それぞれ定義範囲が異なる，計算時に柔軟な指定ができないなどの問題がありました。ADMER Ver.3

からは，排出量のグリッドサイズによらず全て排出シナリオと呼称することとなりました。 

 

 排出シナリオの排出量時間変化について 

ADMER Ver.3で取り扱う排出シナリオでは，排出量の時間変化の表現方法として以下の 2種類が存在します。 

 時間変化あり 

 一定値 

 

時間変化ありは，ADMER Ver.3から新しく加わった排出量データの表現方法です。気象データ（4時間値）が導入さ

れたため，排出量についても 4時間毎に変化していく状態を表現できる排出シナリオ（時間変化あり）が導入されました。 

一定値は，これまでの ADMER と同様に時間帯毎にある一定の排出量値を定義するデータとなります。 

 

 排出量シナリオのグリッドサイズ 

排出シナリオのグリッドサイズは以下の 4種類が存在します。 

5km，1km，500m，100m 

これらは，作成手法や作成時に使用する指標データによって ADMERにより自動的に決定されます。 

 

 排出シナリオ作成手法 

排出シナリオの作成方法は，大きく分けて 5種類が存在します。 

作成手法及び作成の際に使用するデータにより，排出量時間変化及びグリッドサイズが決定します。 

 以下に，5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。 
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 表 5-1 排出量データ作成手法 

名称 内容 時間変化及びグリッ

ドサイズ 

備考 

点源 （ 時

間変化あ

り） 

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。排出量は，4時間毎

の値を定義可能で，4 時間毎に連続的に変

化する排出状況を表現可能です。 

・常に 100m グリッド 

・時間変化あり 

 

常に最小グリッドである 100m グ

リッド単位のデータとして保持さ

れる。 

点源 （ 一

定値） 

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。時間帯毎に一定を与

えることが可能です。 

・常に 100m グリッド 

・一定値 

常に最小グリッドである 100m グ

リッド単位のデータとして保持さ

れる。 

総排出量 選択した指標全体に対して，または都道府

県毎，市区町村毎に総排出量を与え，指標

値に応じてそれらの総排出量をグリッドに割

り振ります。 

・指標データのグリッ

ドサイズと同じグリッド

サイズ 

・一定値 

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。 

・指標データのグリッ

ドサイズと同じグリッド

サイズ 

・一定値 

 

 

 排出シナリオ管理画面 

画面左側の“排出シナリオ”をクリックすると以下の排出シナリオ管理画面に切り替わります。排出シナリオ管理画面で

は，排出シナリオの作成と削除及び確認を行う事が出来ます。 

図 5-1 排出シナリオ管理画面 
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 排出シナリオ 点源（時間変化あり）の作成 

 排出シナリオ 点源（時間変化あり）の作成は，以下の操作を実行してください。 

 

1） 排出シナリオ管理画面を開きます。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，元データの種別として点源（時間変化あり）が選

択されている事を確認して，“次へ”進みます。 

図 5-2 排出シナリオ作成 選択ダイアログ（点源（時間変化あり））

 

 

2） 点源登録ダイアログが表示されますので，“追加”ボタンをクリックしてください。 

図 5-3 点源登録ダイアログ 

 

 

3） 点源データ新規追加ダイアログが表示されます。点源情報（地点名，緯度経度，排出高度[m]）を入力してくださ

い。緯度経度は，選択モードを“指定”に設定し，地図上をクリックすることでも設定可能です。 

点源排出量情報を設定するため，”排出量設定”ボタンを押してください。 
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図 5-4 点源データ‐新規追加ダイアログ 

 

 

4） 排出量設定ダイアログが表示されます。 

点源（時間変化あり）の場合，排出開始時点を 0日 0時として，その後 4時間毎の排出量を設定可能となってい

ます。最大で 1年間分の時間変化を追加可能です。 

排出量設定ダイアログに経過時間，排出量を入力し“追加”ボタンを押します。追加した排出情報はリストに追加

されていきます。必要な排出情報を追加後， “OK”ボタンを押してください。 

追加した排出情報を変更したい場合は，リストの該当データを選択し“編集”ボタンを押して編集してください。 

登録した情報を削除したい場合は，同じようにリストのデータを選択し“削除”ボタンを押して削除します。 

図 5-5 排出量設定ダイアログ 

 

 

5） 点源データ新規追加ダイアログに戻ったら，“OK”ボタンを押します。これで 1 つの点源に関する排出量の設定が

終了します。 

 

 

6） ある点源追加後の点源登録ダイアログは以下のようになります。複数の点源を追加する場合，追加ボタンを押し，こ

れまでの作業を繰り返してください。なお，既に追加した点源情報を編集する場合，対象の排出地点名を選択状態

“指定”モードへの切り替え 

排出量設定 
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にし，下の“編集”ボタンを押すと編集できます。点源を削除したい場合は，同様にリストの排出地点名を選択状態

にして，下の“削除”ボタンを押すと削除できます。設定後、“次へ”ボタンを押してください。 

図 5-6 新規点源追加後の点源登録ダイアログ 

 

 

 

7） 作成内容を確認し，“データ作成”ボタンをクリックすると排出シナリオが作成されます。排出シナリオ管理画面で新

しい排出シナリオが作成されている事を確認してください。 

図 5-7 排出シナリオ作成(点源（時間変化あり）) 確認ダイアログ

 

 

点源（時間変化あり）を指定した排出シナリオ作成は以上です。 

  

（注）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，“ファイル読込”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 5.10 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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 排出シナリオ 点源（一定値）の作成 

 排出シナリオ 点源（一定値）の作成は，以下の操作を実行してください。 

 

1） 排出シナリオ管理画面を開きます。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，元データの種別として点源（一定値）が選択さ

れている事を確認して，“次へ”進みます。 

図 5-8 排出シナリオデータ作成ダイアログ（点源（一定値）） 

 

 

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。 

図 5-9 点源登録ダイアログ 

 

 

8） 次の点源データ新規追加ダイアログが表示されます。地点名，緯度経度，排出高度を入力してください。緯度経度

は，選択モードを“指定”に設定し，地図上をクリックすることでも設定可能です。 

次に点源排出量情報を設定するため，“排出量設定”ボタンを押してください。 
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図 5-10 点源データ新規追加ダイアログ 

 

 

3） 排出量設定ダイアログが表示されたら，排出量を入力し“追加”ボタンを押して下さい。登録した情報がリストに追加

されます。 “OK”ボタンを押します。登録した情報を変更したい場合は，リストのデータを選択し“編集”ボタンを押

して編集します。登録した情報を削除したい場合は，同じようにリストのデータを選択し“削除”ボタンを押して削除し

ます。 

図 5-11 排出量設定ダイアログ 

 

 

4） 点源データ新規追加ダイアログに戻ったら，“OK”ボタンを押します。 
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図 5-12 点源データ 新規追加ダイアログ 

 

 

5） 新規点源追加後の点源登録ダイアログは以下のようになります。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。排出地点を編集したい場合は，リストの排出地点を選択し，下の“編集”ボタンを押すと編

集できます。排出地点を削除したい場合は，同様にリストの排出地点を選択し，下の“削除”ボタンを押すと削除で

きます。 

図 5-13 新規点源追加後の点源登録ダイアログ 

 

 

 

6） 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。 

（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，“ファイル読込”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

5.10 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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図 5-14 時間帯比率設定ダイアログ 

 

 

7） 作成内容を確認し，“データ作成”ボタンをクリックすると排出シナリオが作成されます。排出シナリオ管理画面で新

しい排出シナリオが作成されている事を確認してください。 

図 5-15 排出シナリオ作成(点源（一定値）) 確認ダイアログ 

 

 

点源（一定値）を指定した排出シナリオ作成は以上です。 

 

（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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 排出シナリオ 総排出量で作成 

指標データ全体または，都道府県，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，指定の総排出量を

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。 ここでは以下の例について操作を説明します。 

計算範囲：関東 

指標データ：H20工業統計出荷額 飲料・たばこ・飼料製造業(1kmグリッド)[万円] 

総排出量：都道府県毎に指定 

 

1） 排出シナリオ管理画面を開きます。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，元データの種別として総排出量が選択されてい

る事を確認して，“次へ”進みます。 

図 5-16排出シナリオデータ作成ダイアログ（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 5-17 指標データ選択ダイアログ 

 

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。排出量種別のドロップダウンリストをクリ

ックすると，全指標データ，都道府県毎，市区町村毎に排出量を割り振ることが可能になります。ここでは，都道府

県毎を選択します。すると，計算範囲に含まれる全都道府県のリストが表示されます。排出高度及び，都道府県毎

の総排出量を入力してください。排出量の単位は[t/year]です。入力後，次へ進みます。 
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図 5-18 排出量入力ダイアログ 

 

図 5-19 排出量入力ダイアログ（都道府県毎の総排出量の入力） 

 

 

4） 時間帯毎の比率を設定し，“次へ”進みます。 

（注１）都道府県毎，市区町村毎の総排出量を，事前にファイルに記述しておき，そのファイルからまとめて読み込む事が

出来ます。その場合，“ファイル読込み”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。このファイルの

フォーマットについては 5.10 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）排出量種別で，“全指標データ”を選択した場合，指標データ全体に対しての総排出量を入力することとなりま

す。この場合，指標データがどの範囲のデータを含むのかが問題となります。ADMERの内蔵指標データは，基本的に

日本全国となっています。このため，指標データとして ADMER内蔵指標データを選択した場合，日本全国の総排出

量を入力してください。この総排出量が，グリッドの指標データに応じて各グリッドに割り振られます。 
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図 5-20 時間帯比率設定ダイアログ 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。排出シナリオ管理画面で，新しい排出シナリオが作成されている事

を確認してください。 

図 5-21排出シナリオ作成(総排出量) 確認ダイアログ 

 

総排出量を指定した排出シナリオ作成は以上です。 

 

 

 

（注）数多くの指標データを使用したり、メッシュサイズが 500m、100ｍなどのデータサイズが大きな指標データを使用し

たりする場合、データ作成ボタンを押してから作成終了まで数分間要する場合があります。 
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 排出シナリオ 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。 排出係数で排出シナリオを作成するには以下の操作を実行してください。 

 

1） 排出シナリオ管理画面下部の“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 5-22 排出シナリオ作成 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。単位が同じであれば，複数の指標データを使用することが可

能です。複数の指標データを使用した場合，排出係数の算出には複数の指標データの合計値が使用されま

す。 

図 5-23 指標データ選択ダイアログ 

 

 

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。 
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図 5-24 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 5-25 時間帯比率設定ダイアログ 

 

 

5） 内容を確認し，“データ作成”をクリックします。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。 

図 5-26 排出シナリオ作成(排出係数) 確認ダイアログ 

 

排出係数を指定した排出シナリオ作成は以上です。  

（注）数多くの指標データを使用したり、メッシュサイズが 500m、100ｍなどのデータサイズが大きな指標データを使用し

たりする場合、データ作成ボタンを押してから作成終了まで数分間要する場合があります。 
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 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，排出シナリオ作

成時に読み込む事で，手入力する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 

・ 排出シナリオ_点源(時間変化あり)_サンプル.csv 

・ 排出シナリオ_点源(一定値)_サンプル.csv 

・ 排出シナリオ_総排出量_県別排出量設定サンプル.csv 

・ 排出シナリオ_総排出量_市町村別排出量設定サンプル.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，排出シナリオ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。 

 

1） 排出シナリオ_点源(時間変化あり)_サンプル.csv 

システム添付サンプルは“排出シナリオ_点源(時間変化あり)_サンプル.csv”です。例は 3 地点の時間変化を

表しています。 

 

 

  

//関東 

サンプル物質,,, 

,pt1,pt2,pt3 

,35.66,35.112,35.1 

,139.1,139.2,139.44 

,10,11,34 

0,10,100,1000 

4,10,100,1000 

8,10,100,1000 

・・・ 

物質名

地点名称 

（注)地点位置は度単位で指定してください。 

 

 

緯度（度単位） 

経度（度単位） 

排出高度[m] 

排出時刻, 排出量[g/hour] 

先頭の//で始まる行はコメント行として扱われる。 
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2） 排出シナリオ_点源(一定値)_サンプル.csv 

システム添付サンプルは“排出シナリオ_点源(一定値)_サンプル.csv”です。 

 

 

3） 排出シナリオ_総排出量_県別排出量設定サンプル.csv 

システム添付サンプルは“排出シナリオ_総排出量_県別排出量設定サンプル.csv”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

// 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 

//1:物質名称 

//2:排出高度 

//3 行目以降：都道府県名称,都道府県コード,値(t/year)の順で記入します。 

sample 物質 

5 

福島県,7,11 

茨城県,8,21 

栃木県,9,31 

埼玉県,11,41 

千葉県,12,51 

東京都,13,61 

神奈川県,14,71 

新潟県,15,81 

山梨県,19,91 

長野県,20,101 

静岡県,22,111 

先頭が//で始まる行はコメントとして扱われます。 

都道府県名，都道府県コード(1-47)，年間排

出量[t/year]を並べて記述 

 

//点源（一定値）データサンプル 

//関東地方 

サンプル物質 

経済産業省本省,139.75,35.67,5.23,3000 

福生市役所,139.33,35.74 ,4.1,2000 

横浜市役所,139.64,35.44, 12.2,1000 

小田原市役所,139.16,35.26,8.12,600 

大宮市役所,139.63,35.9 ,4.2,1500 

・・ 

先頭が//で始まる行はコメントとして扱われます。 

物質名称 

地点名称，経度(度単位)，緯度(度単位) ，

排出高度[m]，年間排出量[t/year] 

物質名称 

排出高度[m] 
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4） 排出シナリオ_総排出量_市町村別排出量設定サンプル.csv 

システム添付サンプルは“排出シナリオ_総排出量_市町村別排出量設定サンプル.csv”です。 

 

 

 

  

// ファイル先頭の//はコメント行であることを示します。  

//市区町村別発生源データサンプル 

//1:物質名称 

//2:排出高度 

//3 行目以降：都道府県名称,都道府県コード,値(t/year)の順で記入します。 

サンプル物質 

2 

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 

茨城県下館市  , 08206, 13.81342 

・・ 

この例では先頭 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。 

排出高度[m] 



 67 

 排出シナリオの確認 

排出シナリオ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。 

・ ヒストグラム表示 

・ 数値表示 

・ 分布図表示 

・ 時系列表示 

 

 排出シナリオ ヒストグラムの表示 

排出シナリオ管理画面で，対象とする排出シナリオをクリックし，“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 5-27 排出シナリオヒストグラム 表示画面 

 

 

 “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。階

級設定については，8.1 階級設定について を参照して下さい。 

図 5-28 排出シナリオヒストグラム 階級設定ダイアログ 
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 排出シナリオ 数値表示 

排出シナリオ管理画面で，対象とする排出シナリオ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 5-29 排出シナリオ 数値表示 

 

 

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。 

 

 排出シナリオ（点源（一定値），総排出量，排出係数） 分布図表示 

排出種別が点源（一定値），総排出量，排出係数の排出シナリオの分布図を表示するには，次のいずれかの操作を

実施して下さい。 

1） 排出シナリオ管理画面で，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表示されます。 

 

2） 排出シナリオ管理画面で，排出シナリオを選択し，右クリックをして表示されるメニューから“排出シナリオ分布図

表示”を選択すると別ウィンドウに排出量データ分布図が表示されます。 
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3） 図 5-30 ヒストグラムから分布図表示 

 

 

図 5-31 右クリックメニューの分布図表示 

 

 

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。 

以下で表示例と，表示項目に関する説明を行います。 
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図 5-32 排出シナリオ点源（一定値），総排出量，排出係数 分布図 表示例 

 

 

表 5-2 排出シナリオ点源（一定値），総排出量，排出係数 項目 

項目 内容 備考 

時間帯切り替え 表示する時間帯を切り替えます。  

階級設定 指標データの表示階級とカラーテーブルを変更できま

す。 

詳細は，8.1 階級設定につい

て を参照してください。 

凡例表示 凡例表示の ON/OFF，凡例位置が設定可能です。  

 

 

 

 

階級設定，画像出力 

表示するデータの時間帯切り替え 

凡例表示 ON/OFF および表示位置 

（注 1） 計算範囲の大きさや排出位置にも依存しますが，100m グリッド排出シナリオの分布図を表示する場合，地

図表示されるまでに非常に時間がかかる場合があります（PC性能にもよりますが 10分程度かかる場合がありま

す。） 

（注 2）分布図を複数回起動すると，稀にエラーが発生する場合があります。その場合，ADMER を再起動してくださ

い。 
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 排出シナリオ（点源（時間変化あり）） 分布図表示 

排出シナリオ管理画面で，排出シナリオを選択し，右クリックをして表示されるメニューから“排出シナリオ分布図表示”

を選択すると別ウィンドウに排出量データ分布図が表示されます。 

 

図 5-33 排出シナリオ点源（時間変化あり） 分布図 表示例 

 

表 5-3 排出シナリオ点源（時間変化あり） 項目 

項目 内容 備考 

階級設定 指標データの表示階級とカラーテーブルを変更できます。 詳細は，8.1 階級設定につい

て を参照してください。 

経過日時 表示する経過日時を切り替えます。 実際の日付ではなく，排出開

始からの経過日時となります。 

凡例表示 凡例表示の ON/OFF，凡例位置が設定可能です。  

 

 

  

経過日時 表示する経過日時を切り替えます。 
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 排出シナリオ 時系列表示 

排出シナリオ管理画面で，排出種別が点源（時間変化あり）の排出シナリオをダブルクリックし，“時系列”タブをクリック

すると以下のような画面が現れます。 

図 5-34 排出シナリオ 時系列 表示例 

 

 

 排出シナリオの編集 

排出シナリオ管理画面で，既に存在する排出シナリオを選択し，画面下部の“データ編集”ボタンをクリックすると，元

の排出シナリオの名前を変更して再編集を行うことが出来ます。編集の場合，元の排出シナリオ作成時の設定が保存さ

れています。このため，例えば設定の一部が若干異なる排出シナリオの作成する際の手間を省く事が出来ます。操作は

排出シナリオの作成と同一です。 

図 5-35 排出シナリオの編集 ダイアログ 

 

 

表示対象となる点源(計算範囲を 100m グリッドで表現

した場合のグリッド番号で表現されています。) 
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 排出シナリオの合成 

２つの排出シナリオを合成して，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

ータのグリッド毎に合算または減算が行われ，新しい排出シナリオが作成されます。排出シナリオの合成は，同じ物質同

士の場合で，同じ時間変化（時間変化あり，一定値）のみ可能となっています。 

排出シナリオの合成は，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。 

合成方法として，“足し算”と“引き算”の 2 つの方法を選ぶことが出来ます。合成方法の意味はそれぞれ以下の通りで

す。 

 排出シナリオの合成では，2つの排出シナリオを選択します。この時，最初に選択した排出シナリオが“emiA”，次に選

択した排出シナリオが“emiB”であったとします。 

 “足し算”の場合，それぞれの排出シナリオに含まれる各グリッドについて，以下の処理が行われます。 

 emiA の排出量 ＋ emiBの排出量 

“引き算”の場合，それぞれの排出シナリオに含まれる各グリッドについて，以下の処理が行われます。 

 emiA の排出量 － emiBの排出量。 

  

 emiA 及び emiB に含まれるグリッドが異なる場合，以下の様なルールで合成処理が行われます。 

表 5-4 排出シナリオの合成 “足し算”の処理 

グリッドの状況 合成後の該当グリッドの排出量 備考 

emiA 及び emiB に含まれるグリッ

ド 

emiAの排出量と emiBの排出量の

合算値となる。 

 

emiAのみに含まれるグリッド emiAの排出量となる  

emiBのみに含まれるグリッド emiBの排出量となる。  

 

表 5-5 排出シナリオの合成 “引き算”の処理 

グリッドの状況 合成後の該当グリッドの排出量 備考 

emiA 及び emiB に含まれるグリッ

ド 

emiAの排出量－emiBの排出量 

となる。 

emiAの排出量－emiBの排出量 

が負値となった場合は，そのグリッド

の排出量は 0 となる。 

emiAのみに含まれるグリッド emiAの排出量となる emiAの排出量－emiBの排出量 

で計算されるが，emiB の排出量が 0

であるため。 

emiBのみに含まれるグリッド 0 となる。 emiAの排出量－emiBの排出量 

で計算されるが，emiA の排出量が 0

であるため，この計算値は負値とな

る。このため，このグリッドの排出量は

0 となる。 
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 以下の例では，２つの排出シナリオ，“点源 02”と“点源 03”を“足し算”で合成し，これらを合算した排出シナリオを作

成します。  

1） 排出シナリオ管理画面にて，“点源 02”と“点源 03”が存在する事を確認します。 

図 5-36 合成する排出シナリオの確認 

 

 

2） 2つの排出シナリオ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つの排出

シナリオを選択状態にします。画面下部の“データ合成”ボタンを押すと，以下のダイアログが現れます。 

図 5-37 合成する排出シナリオの確認 

 

 

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。 

 

4） 排出シナリオが合成され，新たに作成されている事を確認します。 
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図 5-38 合成された排出シナリオの確認 

 

 

排出シナリオの合成は以上です。 
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 排出シナリオ ファイルフォーマット 

排出シナリオ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 ADMER のファイルフォーマットとは互換性

がありませんので，ご注意ください。 

ADMER が作成した排出シナリオファイルを，テキストエディタなどで編集することで，任意の排出シナリオを作成する

ことが可能です。 

ただし，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。エディタ

等を使用し，排出シナリオファイルを編集する場合は，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が生じる原因となる事があります。 このため，表 

5-6 排出シナリオを編集する際の注意点 を確認してから実行してください。 

表 5-6 排出シナリオを編集する際の注意点 

編集 排出シナリオファイルの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は排出シナリオファイルに“AEDC”または“AEDT”という拡張子をつけます。 

“AEDC”は，排出シナリオ（一定値），“AEDT”は排出シナリオ（時間変化あり）の拡張子と

なります。 

その他，排出シナリオ作成時の情報が記述されている拡張子“AES”，“EMS”ファイルが

存在します。これらは ADMER が排出シナリオ情報を表示する際や，“排出シナリオの編

集”を行う際に使用されます。 

ファイルの保存場

所 

ADMER は作成した排出シナリオファイル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。 

このフォルダ内に，<排出シナリオ名>.AEDT または<排出シナリオ名>.AEDC が保存さ

れています。 
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表 5-7排出シナリオ(一定値) AEDC ファイルフォーマット 

行 項目 サンプル 備考 

1 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)。該当計算範囲の範囲

情報。 

2 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)。 

3 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)。 

4 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)。 

5 定義グリッドサイズ[m] 100 この排出シナリオ内のデータグリッドサ

イズ。以下の 4 つのうちのいずれかとな

る。5000,1000,500,100 

6 対象物質名 ダイオキシン  

7 X 方向グリッド番号，Y 方向

グリッド番号，排出高さ[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) 

815,1089,4.1,6.34196E+01, 

6.34196E+01,6.34196E+01, 

6.34196E+01,6.34196E+01, 

6.34196E+01 

・グリッド番号は整数で記述 

・グリッド番号は，計算範囲南西隅を（１，

１）とする。 

8 X 方向グリッド番号，Y方向グ

リッド番号，排出高さ，(排出

量[g/sec] 各時間帯の並び） 

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

01,3.84790E-01,3.84790E-

01,3.84790E-01,3.84790E-01 

・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]。 

9 以下，排出量を設定するグリ

ッド数分続く 

・ ・ 

10 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

 

 

 

 

（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 1kmグリッド排出シナリオファイルのサンプルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34, 50,  0,138, 18, 45, 

34, 50,  0,140, 56, 15, 

37, 12, 30,140, 56, 15, 

37, 12, 30,138, 18, 45, 

   1000 

Sample 

1,1,2.0, 1.21044E-03, 1.21044E-03, 1.21044E-03, 1.21044E-03, 1.21044E-03, 1.21044E-03 

2,1,2.0, 9.06152E-04, 9.06152E-04, 9.06152E-04, 9.06152E-04, 9.06152E-04, 9.06152E-04 

40, 1, 2.0, 1.26578E-05, 1.26578E-05, 1.26578E-05, 1.26578E-05, 1.26578E-05, 1.26578E-05 

56, 1, 2.0, 2.73012E-06, 2.73012E-06, 2.73012E-06, 2.73012E-06, 2.73012E-06, 2.73012E-06 

57,1,2.0, 2.48193E-07, 2.48193E-07, 2.48193E-07, 2.48193E-07, 2.48193E-07, 2.48193E-07 

59,1,2.0, 1.29060E-05, 1.29060E-05, 1.29060E-05, 1.29060E-05, 1.29060E-05, 1.29060E-05 

60,1,2.0, 9.92772E-07, 9.92772E-07, 9.92772E-07, 9.92772E-07, 9.92772E-07, 9.92772E-07 

61,1,2.0, 8.11591E-05, 8.11591E-05, 8.11591E-05, 8.11591E-05, 8.11591E-05, 8.11591E-05 

62,1,2.0, 7.94217E-06, 7.94217E-06, 7.94217E-06, 7.94217E-06, 7.94217E-06, 7.94217E-06 

1,2,2.0, 9.57280E-04, 9.57280E-04, 9.57280E-04, 9.57280E-04, 9.57280E-04, 9.57280E-04 

2,2,2.0, 5.41557E-04, 5.41557E-04, 5.41557E-04, 5.41557E-04, 5.41557E-04, 5.41557E-04 

37,2,2.0, 1.48668E-04, 1.48668E-04, 1.48668E-04, 1.48668E-04, 1.48668E-04, 1.48668E-04 

38,2,2.0, 1.62070E-04, 1.62070E-04, 1.62070E-04, 1.62070E-04, 1.62070E-04, 1.62070E-04 

・・・・・・ 
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表 5-8排出シナリオ(時間変化あり) AEDT ファイルフォーマット 

行 項目 サンプル 備考 

1 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) 

該当計算範囲の範囲情報。 

2 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)。 

3 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)。 

4 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)。 

5 定義グリッドサイズ[m] 100 この排出シナリオ内のデータグリッドサイ

ズ。以下の 4つのうちのいずれかとなる。 

5000,1000,500,100 

6 対象物質名 ダイオキシン  

7 時刻[時]，グリッド番号 X,グ

リッド番号 Y，標高[m]，排

出量[g/sec] 

12,  24, 12.5,  3.17098E-01 ・時刻は 0，4，8，12・・・・・・と，4 時

間単位の数値を記載します。 

・時刻 0 は，指定のグリッド番号における計

算開始後 0 時から 4 時の間の排出量を表し

ます。 

・時刻 36 は 36 時間後から 40 時間後の排出

量を表します。 

8 時刻[時]，グリッド番号 X,グ

リッド番号 Y，標高[m]，排出

量[g/sec] 

16,  21, 24,    3.17098E-01 左のデータは，計算開始後 16～20 時時間後

に，該当計算範囲の 100m グリッド番号(16，

21)において，24m の高さから， 3.17098E-

01[g/sec]の排出があることを表す。 

・ 以下，排出量を設定するグリ

ッド数分続く 

・・・・ ・・・・ 
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 以下は ADMERが作成した計算範囲 関東の 100m グリッド排出シナリオ（時間変化あり）ファイルのサンプル

です。 

 

 

 

 

 

 

34, 50,  0,138, 18, 45, 

 34, 50,  0,140, 56, 15, 

 37, 12, 30,140, 56, 15, 

 37, 12, 30,138, 18, 45, 

         100 

 Sample 

     0,  1104,1028,     5.0, 2.77778E-01 

     4,  1104,1028,     5.0, 1.38889E-01 

    12,  1449, 927,     5.0, 2.77778E-01 

    16,  1449, 927,     5.0, 1.38889E-01 

    24,  1104,1028,     5.0, 3.33333E-01 

    28,  1104,1028,     5.0, 1.66667E-01 

    36,  1449, 927,     5.0, 3.33333E-01 

    40,  1449, 927,     5.0, 1.66667E-01 

・・・・・・ 
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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。 

 

 計算の種類 

ADMER Ver.3 から，気象データ（4 時間値）を用いた計算が可能となりました。この計算では，4 時間毎に変化する

気象データを用いて，拡散計算を実行します。 

一方，気象データ（集計値）を用いた計算では，指定期間で集計した気象データを用いて，大気中濃度などの期間平

均値を計算することが可能です。 

ADEMR Ver.3 では，気象データ（4 時間値）を用いた計算を，4 時間値計算，気象データ（集計値）を用いた計算を

集計値計算と呼びます。 

 

 計算ケース管理画面 

計算ケース管理画面では，計算ケースの作成・削除・コピーを行う事が出来ます。 

図 6-1 計算ケース管理画面 

 

 

 各計算ケースにはいくつかの属性があります。その中の計算状況の意味は以下の通りです。 

表 6-1 計算状況名と状態説明 

状態名 内容 

計算済み 計算実行済み(計算結果が存在) 

未計算 計算ケースを作成したが計算を行っていない状態 

注）未計算に関しては 6.6一括計算機能を参照してください。 
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 計算ケース情報画面 

画面右上の計算ケースをクリックすると，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 

 

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 3 グ

リッド以内を沿岸域としています。 
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 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

に詳細計算範囲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。物質名は排出シナリオ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。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） 排出シナリオ選択ダイアログが現れます。排出シナリオ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 排出シナリオ選択ダイアログ 

 

 

4） 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。 

図 6-6 気象データ選択ダイアログ 

 

 

5） 計算期間選択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 6-7 排出シナリオ選択ダイアログ 
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6） 詳細計算対象選択ダイアログが現れます。計算範囲管理画面で登録した詳細計算範囲が現れます。計算した

い詳細計算範囲にチェックをつけてください。１つの計算ケースにつき、詳細計算範囲は 2 つまで指定可能で

す。 

図 6-8 詳細計算対象選択ダイアログ 

 

 

7） 計算時に利用する詳細計算範囲の発生源の代表高度を設定する場合、“高度リスト”ボタンを押して、代表高度

を設定します。任意の高度リストを設定しない場合は、以下のダイアログで示されている標準設定の代表高度が

使用されます。 

代表高度とは、詳細計算で使用される排出高度です。排出シナリオに含まれる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，詳細計算範囲の各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，詳細計算範囲のグリッド計算を実行します。 

代表高度に関する詳細は、図 6-10を参照してください。 

図 6-9 詳細計算範囲の代表高度設定ダイアログ 
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図 6-10 詳細計算における発生源の排出高度と代表高度 

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

 

 

8） 詳細計算は詳細計算範囲作成時に設定されたグリッドサイズで計算結果が得られます。詳細計算範囲グリッドサ

イズと排出シナリオのグリッドサイズが異なる場合，排出シナリオに含まれる排出量は 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。 

 

9） 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 グリッド計算と詳細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。 

乾性沈着速度 一律設定，もしくは計算月(暦上の月)毎，時間帯毎，グリッド毎の設定をファイルに

記述する。 

バックグラウンド濃度 一律設定，もしくはグリッド毎に設定をファイルに記述して使用。 

洗浄比 一律設定 

 

（注 1）例えば上の例で排出シナリオに含まれる発生源の発生高度が 15m だった場合は，上下の代表高

度の中間となります。このような場合，より高い方の代表高度に設定されます。例えば上の例で排出量

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）詳細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。 

詳細計算の代表高度設定 

10m，20m，30m 

 

排出シナリオに記述されたある発生源の排出高度が

18m であった場合 

最も近い代表高度 20m に再設定さ

れ，20m の排出高度を持つ発生源と

して詳細計算に利用されます。 
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図 6-11 計算パラメータ設定ダイアログ 

 

 

 設定を終えたら，“次へ”をクリックします。 

 

10） 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。計算ケース設定を確認し“すぐ

に計算する”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 6-12 計算条件設定確認ダイアログ 

 

 

(注 1)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、乾性沈着速度を計算月番号毎，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巻末の 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。 

(注 2)“高度な設定”では、ソースレセプターマトリックス解析を行うことが可能です。ソースレセプター

解析結果の見方については、7.8 を参照してください。 
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図 6-13 計算プログレスバー 

 

 

 

（注 1）“あとで計算する”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。6.6 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，インストールフォルダ以下の Calc フォルダにある

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編集を行ってください。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。 
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 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 6-14 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。 
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 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計算状況が未計算となっています。 

 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 6-15 一括計算選択ダイアログ 

 

 

図 6-16 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。 

 

 ADMERの計算結果 

ADMERは，以下の４種類の計算結果を出力します。 

・ 大気中濃度 

・ 全沈着量 

・ 湿性沈着量 

・ 乾性沈着量 

 

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，確認する事が可能です。 

また，計算結果を CSV形式でファイル出力する事や KML形式で出力する事も可能です。 
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 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 

 

 

  

基本計算範囲または詳細計算範囲結

果表示を切り替えます。 

ヒストグラムと数値表示，時系列グ

ラフの切り替えができます。 

表示するデータの切り替え

ができます。 

表示する年月を切り替えます。 

階級値の設定を変更できます。 

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。 
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 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。解析結果タブで，数値表示ボタンを押してください。 

数値表示では，表示項目の切り替え，時間帯の切り替え等が可能です。 

図 7-2 計算結果 数値表示 

 

 

 計算結果 時系列グラフ表示 

 4時間値計算を実施した計算ケースでは，時系列グラフ表示が可能です。 

図 7-3 計算結果 時系列グラフ表示 

 

 

なお，時系列グラフ表示されているデータをファイル出力する事も可能です。時系列データ出力については，7.7 を参

照してください。 
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 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。詳細計算範囲の計算結果を表示する場合は，ヒストグラムで詳細計算範囲計算結果を表示させて分

布図表示ボタンをクリックしてください。 

集計値計算と 4 時間値計算では，分布図表示で操作可能な項目が異なります。以下にそれぞれの画面例と操作項

目説明を示します。 

図 7-4 集計値計算結果 分布図表示例 

 

 

表 7-1集計値計算結果 操作項目（他のマップ表示と共通項目は省略） 

項目 内容 備考 

階級設定 指標データの表示階級とカラーテーブルを変更できます。 詳細は，8.1 階級設定につい

て を参照してください。 

出力データ 分布図表示するデータを排出量，大気中濃度，全沈着量，乾性沈着

量，湿性沈着量から選択します。 

 

時間帯 表示時間帯を選択します。  

計算種別 集計値計算の場合は，平均値のみとなります。  

（注 1）結果表示ウィンドウは，基本計算範囲１つ，詳細計算範囲１つを同時に起動可能です。 

（注 2）非常に大きな計算範囲の結果や，100mグリッドの詳細計算結果の分布図を表示する場合，地図表示さ

れるまでに非常に時間がかかる場合があります（PC性能にもよりますが 10分程度かかる場合があります。） 

（注 3）分布図を複数回起動していると，稀にエラーが発生する場合があります。その様な場合，ADMER を再起

動してください。 
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図 7-5 4時間値計算結果 分布図表示例 

 

 

 

表 7-2 4時間値計算結果 操作項目（他のマップ表示と共通項目は省略） 

項目 内容 備考 

階級設定 指標データの表示階級とカラーテーブルを変更でき

ます。 

詳細は，8.1 階級設定について を参照してく

ださい。 

出力データ 分布図表示するデータを排出量，大気中濃度，全沈

着量，乾性沈着量，湿性沈着量から選択します。 

 

時間帯 表示時間帯を選択します。計算種別で平均値を選択

している場合，設定期間中の指定時間帯の平均値が

表示されます。 

 

計算種別 4 時間計算の場合は，平均値，4 時間，最大値から選

択します。 

 

平均値：設定期間の平均値を表示 

4時間：設定日時，時間帯の値を表示 

最大値：設定期間中の各グリッド最大値を表示 

期間設定 表示対象の期間を設定します。全期間 及び開始日

時から終了日時のどちらかを指定します。 

 

時間帯制御 進む，戻るボタン ＜＝，＝＞で表示年月日，時間帯

を 1 ステップ（4時間）毎に調整することが可能です。 

 

 

 

(注 1 )結果表示ウィンドウは，基本計算範囲１つ，詳細計算範囲１つを同時に起動可能です。 

（注 2）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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 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 7-6 CSV出力対象計算ケースの選択 複数ケース 

 

 

2） 出力対象の計算範囲を選択します。 

選択した計算ケースに詳細計算範囲の計算が含まれている場合，基本計算範囲または詳細計算範囲のいずれ

かが選択可能です。 

図 7-7 出力対象計算範囲選択ダイアログ 

 

 

 

（注）50%値，95％値の計算方法について 

Ver.2.6 と同様，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。 
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3） 出力地点を設定します。 

基本計算範囲を選択した場合，CSV出力地点設定ダイアログが現れます。なお、詳細計算範囲を選択した場合

は，“緯度経度で指定する―範囲指定”を行うことはできません。 

図 7-8 計算結果 CSV出力 範囲設定ダイアログ 

 

 

出力地点の選択方法として，以下が利用可能です。 

表 7-3 CSV出力 出力地点の選択方法 

名称 内容 

全計算メッシュを対象とする 対象計算範囲に含まれる全計算メッシュの値を出力します。 

登録されている地点から選択

する 

（選択地点から一定距離離れ

たグリッドを出力対象に追加

する） 

結果表示地点として登録した地点の中から選択します。 

ここで，選択した地点から一定距離離れたグリッドのみを出力対象とすることも可能

です。チェックボックスを ONにして，距離を入力してください。 

この場合，出力対象となるのは，結果表示地点から指定距離の同心円の円周上に

位置するグリッドとなります。 

特定の排出源から一定距離離れたグリッド（地点）における大気中濃度などを調査す

る場合に有用となります。 

緯度経度で指定する 

（範囲指定） 

出力地点を緯度経度で指定します。指定は地図をクリックすることで行います。範囲

を指定する場合は，“範囲指定“チェックボックスを ON にして，計算範囲の作成など

と同様に範囲指定してください。 

なお、詳細計算範囲を選択した場合には、範囲指定を行うことができません。 

 

設定を終えたら“次へ”進んで下さい。 

なお，登録されている地点から選択した場合以外は，出力 CSV ファイルの地点名称はメッシュコードとなります。 

メッシュコードについては，3.6 指標データについて に記載されている各メッシュコードの説明を参照してください。 
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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 7-9 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 7-10 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。 

出力する計算ケース

を選択可能です。 

4 時間計算の場合、平

均値または最大値の

出力を選ぶことが可

能です。 

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。 

4 時間計算の場合、対

象期間を設定可能で

す。 

（注）4 時間値の場合に、最大値を選択することで、各グリッドにおいて、設定期間中で最も大気中濃度が

大きくなった日時を出力することが可能です。これによりワーストケース条件抽出（ワーストケース日時確

認）が可能です。計算結果分布図表示において、該当日時の大気中濃度分布図を表示することで、ワースト

ケースとなった場合の状況を確認することが可能です。 
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以下に，出力された CSV ファイルの例を示します。 

図 7-11 出力された CSV ファイルをエクセルで開いた例 

 

 

図 7-12 出力された CSV ファイルをエクセルで開いた例２ 

 

 

 

  

（注 1）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。 

（注 2）“全計算メッシュを対象とする“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。 
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 計算結果 時系列データ出力機能 

表示中の時系列グラフのデータを CSV ファイルに出力する事が可能です。時系列データ出力ボタンを押し，出力フ

ァイル名を指定してください。出力される CSV ファイルの例は，図 7-15 を参照してください。この結果を使用して、大気

中濃度が最大となる日時を調べることで、ワーストケース条件抽出が可能となります。さらに、ソースレセプターマトリックス

解析と組み合わせることで、ワーストケースにおける各排出シナリオの寄与を知ることが可能となります。 

図 7-13 時系列データ出力 

 

 

図 7-14 時系列データ出力ファイル名指定ダイアログ 

 

図 7-15 時系列データ出力 結果サンプル 
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 ソースレセプターマトリックス解析結果について 

 計算実行時の高度な設定において、“ソースレセプターマトリックス解析を実行する”オプションを ON にすると、ソース

レセプターマトリックス解析が実行されます。 

ソースレセプターマトリックス解析とは、各グリッド（＝レセプター）の大気中濃度に対する排出シナリオ（＝ソース）毎の

寄与度を解析することです。ソースレセプターマトリックス解析結果は、対象計算ケースのフォルダに以下の名称の CSV

形式のファイルで出力されます。 

 基本計算範囲のソースレセプターマトリックス解析結果 

ソースレセプターマトリックス解析結果_基本計算範囲.csv 

 

 詳細計算範囲のソースレセプターマトリックス解析結果(nn は指定した詳細計算範囲の順番号。ある計算におい

て、複数の詳細計算範囲が指定された場合、詳細計算範囲ごとの解析結果が出力される) 

ソースレセプターマトリックス解析結果_詳細計算範囲_nn.csv 

 

ソースレセプターマトリックス解析結果ファイルに出力される内容は、その計算ケースが 4 時間値計算，集計値計算か

によって異なります。なお、大気中濃度が 0であったグリッドについては，結果が出力されません。 

表 7-4 ソースレセプターマトリックス解析結果ファイルの内容 

計算の種類 出力内容 備考 

4時間値計算 4時間値計算では、4時間毎の大気中濃度等が得られます。このた

め、期間中の大気中濃度最大値に対する各排出シナリオの寄与が

出力されます。 

出力内容は以下の通りです。 

・グリッド番号 

・大気中濃度が最大となった日時 

・大気中濃度最大値[g/m3] 

・大気中濃度最大値[g/m3]に対するバックグラウンドの寄与[g/m3] 

・大気中濃度最大値[g/m3]に、排出シナリオ毎の寄与[g/m3] 

・大気中濃度最大値[g/m3]の生起回数 

・複数の排出シナリオを指

定し計算を実施した場合、

個々の排出シナリオの寄与

が表示されます。 

・計算期間中に最大の大

気中濃度が複数回生じた

場合、最後に生じた日時が

出力されます。 

その場合、最大大気中濃

度発生回数が 2 以上の値

となります。 

集計値計算 集計値計算では、大気中濃度等の期間平均値が得られます。この

ため、期間平均値に対する各排出シナリオの寄与が出力されます。 

出力内容は以下の通りです。 

・グリッド番号 

・大気中濃度期間平均値[g/m3] 

・大気中濃度期間平均値[g/m3]に対するバックグラウンドの寄与

[g/m3] 

・大気中濃度期間平均値[g/m3]に対する排出シナリオ毎の寄与

[g/m3] 

 

 

以下にソースレセプターマトリックス解析結果ファイルの例を示します。 
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図 7-16 ソースレセプターマトリックス解析結果ファイル例（4時間値，詳細計算範囲） 

 

 

図 7-17 ソースレセプターマトリックス解析結果ファイル例（4時間値，詳細計算範囲） 

 

 

詳細計算範囲の場合、このグリッド番号は、詳細計

算範囲内のグリッド番号となります。 
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なお、ソースレセプターマトリックス解析結果ファイルが存在する計算ケースのフォルダは、以下の操作で開くことが可

能です。 

図 7-18  

 

 

 

計算ケースを選択した状態で、“ファイル”―“デ

ィレクトリを開く”を選択すると、対象計算ケース

の結果が収録されたフォルダを開くことが可能で

す。 
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8 その他，便利な機能 

 

 階級設定について 

ヒストグラム及び分布図表示における階級設定を変更できます。以下の 3種類の階級設定方法が用意されています。 

・ 自動設定 

・ 一括設定（指数を指定） 

・ 一括設定（階級幅を指定） 

 

(1) 自動設定について 

自動設定は，表示対象データの最小値，最大値から自動的に階級設定を行います。自動設定の場合，データ数

に関係なく 8階級に設定されます。自動設定を行う場合は，自動設定ボタンを教えてください。 

非常に偏った分布をしているデータでは，うまく階級が設定されない場合があります。そのような場合，一括設定を

用いて適切な階級を設定してください。 

図 8-1 階級設定ダイアログ 自動設定 

 

(2) 一括設定（指数を指定） 

一括設定（指数を指定）は，階級の最小値と最大値の乗数を指定する方法です。 

容易に，切りのよい階級値に設定することが可能です。 

一括設定（指数を指定）を行う場合，階級設定ダイアログで，一括設定ボタンを押してください。 

その後現れる階級値一括設定ダイアログで，最小値と最大値の乗数を入力し，OKボタンを押します。 
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図 8-2 階級設定ダイアログ 一括設定 

 

図 8-3 階級一括設定ダイアログ 指数を指定 入力項目 

 

図 8-4 一括設定（指数を指定） 結果 
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(3) 一括設定（階級幅を指定） 

一括設定（階級幅を指定）は，階級数と階級幅を指定する方法です。 

一括設定（階級幅を指定）を行う場合，階級設定ダイアログで，一括設定ボタンを押してください。 

その後，現れる階級値一括設定ダイアログで，階級数と階級幅を入力し，OKボタンを押します。 

図 8-5 階級設定ダイアログ 一括設定 

 

図 8-6 階級一括設定ダイアログ 階級幅を指定 入力 
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図 8-7 一括設定（階級幅を指定） 結果 

 

(4) カラーテーブルの変更 

分布図表示に使用されるカラーテーブルを変更することが可能です。 

変更する場合，階級設定ダイアログのカラーテーブルドロップダウンリストから，カラーテーブルを選択して下さい。 

図 8-8 カラーテーブルの変更 
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図 8-9 カラーテーブル変更例 
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 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。 

 

 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，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 8-10 階級値設定ダイアログ 

 

 

2） 階級名と単位を入力してください。 

図 8-11 階級設定 新規追加ダイアログ 
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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 8-12 階級値一括設定ダイアログ 

 

図 8-13 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 8-14 階級値設定の追加 

 

 

 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 8-15 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。 
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図 8-16 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 8-17 階級値設定ダイアログ 
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 ADMERデータ更新 

ADMERの一連の計算に必要となるデータを ADMER上から入手する機能です。 

現在，オンラインで取得可能なデータは以下の 2 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。 

 

データ名 内容 備考 

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。年毎に 1ファイルとなっている。 

インストーラには 2012 年のデータの

み付属。 

雲量データ ADMER 用気象データを作成する際に必要となる

雲量データ。年毎に 1ファイルとなっている。 

インストーラには 2012 年のデータの

み付属。 

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指標デー

タとして登録されます。 

 

 指標データの更新 

 ADEMRデータアップデートで指標データの更新を行うには，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。 

図 8-18 ADMERデータアップデート 指標データ更新 

 

（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，ADMER3.5.exe に

よる通信を許可してください。 

(注 2)本機能は Internet Explorer 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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(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 8-19 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。 

(4) 図 8-20 データ更新完了 

 

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。このようなダイアログが現れた場

合，ネットワーク接続の不具合や配信サーバが停止中であることなどが考えられますので，時間を空けて再度ダウンロー

ドするなどしてください。 

図 8-21 データ更新エラー 
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 雲量データの更新 

 ADEMRデータアップデートで雲量データの更新を行うには，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“雲量データ更新”を選択します。 

図 8-22 ADMERデータアップデート 雲量データの更新 

 

 

(2) 雲量データ更新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 8-23 雲量データ更新ダイアログ 

 

 

(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。 
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図 8-24 データ更新完了 

 

 

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。このようなダイアログが現れた場

合，ネットワーク接続の不具合や配信サーバが停止中であることなどが考えられますので，時間を空けて再度ダウンロー

ドするなどしてください。 

 

図 8-25 データ更新エラー 
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 アメダスデータの更新 

ADEMRデータアップデートでアメダスデータの更新を行うには，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“アメダスデータ更新”を選択します。 

 

図 8-26 ADMERデータアップデート アメダスデータ更新 

 

 

(2) アメダスデータ更新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 8-27 アメダスデータ更新ダイアログ 

 

 

 

 

(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。 
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図 8-28 データ更新完了 

 

 

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。このようなダイアログが現れた場

合，ネットワーク接続の不具合や配信サーバが停止中であることなどが考えられますので，時間を空けて再度ダウンロー

ドするなどしてください。 

図 8-29 データ更新エラー 

 

 

 データの削除 

 ダウンロードしたデータを削除することが可能です。データの削除は，以下の手順に従ってください。 

(1) メニューの“データ更新”から“データの削除”を選択します。 

図 8-30 データ更新 データの削除 
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(2) ダウンロードデータ一覧ダイアログが現れます。ここで，ドロップダウンリストで，削除したいデータ種別を選択しま

す。ここでは，雲量データを削除することとします。 

図 8-31 削除データ種類の選択 

 

 

(3) 選択した種類のデータ一覧が表示されます。削除したいデータにチェックを入れ，削除ボタンを押してください。 

図 8-32 削除データの選択 

 

 

(4) 確認ダイアログが表示されます。“はい”を選択すると選択したデータが削除されます。データ一覧ダイアログで，デ

ータが削除されたことを確認してください。 

図 8-33 確認ダイアログ 
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図 8-34 データ削除 確認 

 

 

データの削除は以上です。 
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9 ADMER付属データについて 

ADMERには，いくつかの統計データ，編集された気象データなどが付属しています。 

このうちのいくつかは排出量データ作成などに利用されます。これらのデータの詳細は以下の通りです。 

なお，ADMERに内蔵されるシステム指標データの収録範囲は日本全国となっています。 

表 9-1 ADMER内蔵データ一覧 

データ名 詳細 

アメダスデ

ータ 

アメダス観測年報または気象観測月報を基に作成した全国分のアメダスデータです。ADMERの気

象データ作成に最適化された ADMER 専用のデータとなっています。インストーラには 2013 年デ

ータのみ付属しています。それ以外の年についてはデータ更新機能で入手可能です。 

雲量デー

タ 

気象庁年報または気象観測月報を基に作成した雲量データです。ADMER の気象データ作成に

必要となります。インストーラには 2013 年のデータのみが付属しています。それ以外の年について

はデータ更新機能で入手可能です。 

夜間人口・

昼間人口 

夜間及び昼間人口のデータソースは，平成 22年国勢調査，平成 21年経済センサス基礎調査等の

リンクによる地域メッシュ統計の夜間人口と昼間人口を用いています。 

工業統計 工業統計は，平成 20 年度工業統計メッシュデータ（経済産業省調査，（財）経済産業調査会から販

売）を基本として，秘匿箇所を埋めるなどの処理を独自に行ったものを利用しています。出荷額が内

蔵されています。 

交通量 移動発生源推計に用いる交通量データは，自動車輸送統計と道路交通センサス（国土交通省調

査）をベースに 1998 年を基準に独自に作成したものです。幹線道路と細街路での交通量を対象と

しています。 

土地利用

区分デー

タ 

平成 9 年度(一部の地域については平成 3 年度)の国土数値情報土地利用メッシュデータを利用し

て作成しています。 

 

 また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/ 

人口データ等: （財）統計情報研究開発センター  

http://www.sinfonica.or.jp 

工業統計データ等: （財）経済産業調査会 

http://www.chosakai.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/ 

土地利用区分データ：国土数値情報ダウンロードサービス 

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

 



Appendix1 I 

Appendix 1  ソフトウェア使用同意書 

国立研究開発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。下部「同意

します」ボタンを押される前に，使用許諾条件をよくお読みください。「同意します」ボタンを押されるこ

とにより，各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。同意されない場合は，「同意しませ

ん」ボタンを押し，ご使用にならないで下さい。 

 

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.3.5，National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

- Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk Assessment ver.3.5」，管理番号を「H27PRO-

1872」と定め，乙は本ソフトウェアの使用に際し国立研究開発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：「本計算には国立研究開発法人 産業技術総合研究所で開発された AIST-ADMER ver.3.5 を

使用しました。」 

「The AIST-ADMER ver.3.5，  which was developed by National Institute of Advanced Industrial 

Science and Technology， was utilized for this calculation.」 

 

＜ 責任の制限 ＞ 

 

第６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。 
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第７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８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９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。 

 

＜ 本ソフトウェアの配布の制限 ＞ 

 

第１０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。 

 

＜ 裁判管轄の合意 ＞ 

 

第１１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。 

 

＜ 発表文の別刷り等の送付先 ＞ 

第１２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 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 

AIST-ADMER 宛 

E-mail: admer@aist-riss.jp 

URL: http://admer.aist-riss.jp/ 
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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 

乾性沈着速度 計算月毎，時間帯毎，ADMERグリッド毎 [m/sec] 

バックグラウンド濃度 グリッド毎 [g/m－3]  

 

1） 乾性沈着速度の設定ファイルフォーマット例 

 

 

 

//これは乾性沈着速度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 の完成沈

着速度を 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の全時間帯の完成沈着速度を 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，完成沈着

速度は 0.05 で一律設定される事になります。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//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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指定項目 

項目名 内容 

ADMER 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。 

 

 

ADMER 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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