第２章 数値予報システムの最近の改善
2.1 最近の数値予報システムの改善のまとめ1
数値予報課では、数値予報モデルの改善や、観測
データの新規利用開始など、数値予報に関わるさま
ざまな改善に取り組んでいる。取り組みの成果につ
いては、改善が確認できたものから順次数値予報ル
ーチンに反映させるとともに、利用者向けに必要な
お知らせを行っている。また数値予報研修テキスト
や数値予報課報告・別冊でも、その成果報告を行っ
ている。この数値予報研修テキストでは、特に数値
予報プロダクトの利用者に有益と考えられる情報
について、重点的に解説を行ってきた。
従来は項目毎の報告であったために、どの成果が
どこに報告されているか、わかりづらい点が見られ
た。そこで今年度は新しい取り組みとして、昨年度
4月から今年度10月末まで（以下、この期間と呼ぶ）
に行われた数値予報の主な変更について、一覧を掲
載することとした。付録の数値予報モデルおよびガ

変更日
2009 年 4 月 9 日
2009 年 5 月 1 日
2009 年 7 月 28 日

2009 年 9 月 2 日
2009 年 10 月 1 日
2009 年 10 月 2 日
2009 年 11 月 19 日
2009 年 11 月 23 日
2009 年 11 月 30 日
2009 年 12 月 9 日
2010 年 1 月 15 日
2010 年 4 月 5 日
2010 年 4 月 14 日
2010 年 5 月 11 日
2010 年 5 月 13 日
2010 年 5 月 17 日
2010 年 5 月 18 日

1

イダンスの概要一覧表と併用することにより、数値
予報の変更についての概要や最新情報を利用者が
把握しやすくなることを期待している。
本節では、全球モデル・全球解析、メソモデル・
メソ解析、アンサンブル予報システムに関わる変更
について、それぞれの最近の変更の一覧表を示し、
その主な内容について解説する。

2.1.1 全球モデル・全球解析に関わる改善
この期間、全球モデルに関わる変更はなかったが、
全 球解析につ いては観測 データの利 用に関する
様々な変更が行われた。これらを表2.1.1に示す。
主要な項目として、航空機気温観測データとGPS
掩蔽観測データの利用が開始されるとともに、新規
衛星データとしてDMSP-F16/SSMIS やNOAA-19
の利用が開始されたことがあげられる。

表 2.1.1 全球モデル・全球解析に関わる変更
概要
理由・参考文献
MODIS 極域 AMV の南極域利用再 2007 年 10 月の精度悪化に伴い利用中止して
開
いたもの
NOAA-16/AMSU-B 使用中止
観測精度悪化のため
Metop-A/ASCAT 海上風利用開始、 本研修テキスト第 2.5 節,
DMSP-F16/SSMIS サウンディング 平成 21 年度数値予報研修テキスト第 3.2 節
チャンネル利用開始
オーストラリア航空機の不正通報除
去対応
インドのラジオゾンデ観測利用再開
台風ボーガス配置変更
DMSP-F13/SSM/I 利用終了
QuikSCAT/SeaWinds 利用終了
航空機気温データ利用開始、
GPS 掩蔽観測データ利用開始
NOAA-19 の AMSU-A 及び MHS デ
ータ利用開始
ニュージーランド RARS データ利
用開始
台風ボーガス配置変更
GOES-12/CSR,AMV 利用終了
GOES-13/CSR 利用開始
韓国 AMDAR 利用中止
GOES-13/AMV 利用開始
ブラジル RARS データ利用開始
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観測データ不正のため
観測精度向上が確認されたため
本研修テキスト第 2.6 節
運用終了
運用終了
本研修テキスト第 2.3 節, 第 2.4 節, 配信資
料に関する技術情報（気象編）第 307 号
運用開始
入電開始
本研修テキスト第 2.6 節
運用終了
運用開始
誤データ混入のため
運用開始
入電開始

2.1.2 メソモデル・メソ解析に関わる改善
メソモデル・メソ解析に関わる最近の改善を表
2.1.2に示す。
この期間は、非静力学メソ４次元変分法データ同
化の導入以降に見つかった不具合の解決をすると
ともに、地上GPS可降水量データの利用を開始する
などの改善を行った。。
今後、メソモデルの積雲対流スキームの変更を予

変更日
2009 年 4 月 7 日

2009 年 6 月 1 日
2009 年 8 月 20 日
2009 年 10 月 7 日
2009 年 10 月 28 日
2009 年 11 月 23 日
2009 年 12 月 8 日
2010 年 3 月 1 日
2010 年 9 月 14 日
2010 年 10 月 12 日
（未定）
（未定）

定している。本テキスト執筆時点では実施時期が未
定であるが、現状について本テキスト第2.7 節で報
告を行っているので、参考にしていただきたい。
さらに、水平分解能2kmの局地モデル（第1章を
参照）についても、11月から試験運用を開始を予定
している。

表 2.1.2 メソモデル・メソ解析に関わる変更
概要
理由・参考文献
解析に非静力学４次元変分法の導入 平成 21 年度数値予報研修テキスト第 3.5 節,
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2 章, 配信
資料に関する技術情報（気象編）第 297 号
台風ボーガスの修正
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
従来型データの間引き間隔の修正
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
解析手法改善
数値予報課報告・別冊第 56 号第 2.9 節
地上 GPS 可降水量データの利用開 数値予報課報告・別冊第 56 号第 3.3 節, 配信
始
資料に関する技術情報（気象編）第 304 号
QuikSCAT/SeaWinds 利用終了
運用終了
札幌・鹿児島空港のドップラーレー
ダー利用開始
外国ゾンデ特異点データの利用開始
と閾値の特別扱いの中止
台風ボーガス配置変更、変分法 QC
の導入
石垣島・広島・大阪・福井のドップ
ラーレーダー利用開始
対流スキームの変更
本研修テキスト第 2.7 節
オフライン陸面解析の開始
本研修テキスト第 4.2 節

2.1.3 アンサンブル予報システムの改善
週間・台風アンサンブル予報システムに関する最
近の改善について、表2.1.3に示す。
この期間は、高解像度全球モデルと週間アンサン
ブル予報システムに導入済みの適合ガウス版モデ
ル（岩村 2008, 米原 2009)を台風アンサンブル予
報システムにも導入したほか、台風アンサンブル予
報システムの初期摂動作成手法の変更を行った。
また、週間アンサンブル予報システムについて、
従来は初期値アンサンブルの考え方で構築していた
が、予報モデルの不確実性を考慮したモデルアンサ

変更日
2009 年 6 月 18 日
2010 年 5 月 13 日
（未定）
（未定）

ンブル手法の開発を行っており、実現の目処がほぼ
ついている。
参考文献
岩村公太, 2008: 高解像度全球モデルの改良. 平成
20年度数値予報研修テキスト, 気象庁予報部,
1-6.
米原仁, 2009: 週間アンサンブルの予報モデルの更
新. 平成21年度数値予報研修テキスト, 気象庁予
報部, 61-64.

表 2.1.3 週間・台風アンサンブル予報システムに関わる変更
概要
理由・参考文献
台風アンサンブル予報システムの予 本研修テキスト第 2.9 節
報モデルの適合ガウス格子化
台風アンサンブル予報システムの初 本研修テキスト第 2.9 節
期摂動の変更
週間アンサンブル予報システムへの 本研修テキスト第 2.8 節
モデルアンサンブル手法の導入
台風アンサンブル予報システムへの
モデルアンサンブル手法の導入
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2.2 最近の全球数値予報システムの成績の推移1
2.2.1 はじめに
気象庁（JMA）の全球数値予報システムの予報成
績にみられる最近の改善について、世界の主要数値
予報センターの同システムと比較した結果を報告す
る。各数値予報センターは、世界気象機関（WMO）
が定めた標準検証方法に従って全球数値予報システ
ムの予報を検証し、その結果を月毎に交換している。
全球モデルの精度評価は目的に応じて適切な指標を
選んで行う必要があるが、ここでは国際的な比較に
よく用いられる500hPa高度予報誤差を取り上げる。
500hPa高度予報誤差は中・高緯度の総観場の大気
の流れの予報精度を示す指標である。
2.2.2 他の数値予報センターとの比較
現在、12の国家気象機関（日本、中国、韓国、英国、
フランス、ドイツ、ロシア、米国、カナダ、ブラジル、オ
ーストラリア、インド）と欧州中期予報センターが全

球数値予報システムを現業運用している。ここでは
継続的に比較を行っている４つの主要な数値予報セ
ンター（JMA、欧州中期予報センター（ECMWF）、
英 国 気 象 局 （ UKMO ）、 米 国 環 境 予 測 セ ン タ ー
（NCEP））を取り上げて、北半球（20°N－90°N）、
南半球（20°S－90°S）それぞれの2日予報、5日予報
の 500hPa 高 度 予 報 誤 差 （ 平 方 根 平 均 二 乗 誤 差

（RMSE））の推移を比較する。
まず、1995年以降の北半球の5日予報の500hPa
高度予報誤差（図2.2.1）から、JMAの全球数値予報
システムの予報精度向上について述べる。なお、季
節変動を除去するために前12ヶ月で平均した。1999
年の積雲スキームの改良後に著しい向上が見られた
が、2003年に極軌道衛星のATOVSセンサーによる
輝度温度直接同化されるまで精度向上が見られない
期間が続いていた。その後、2004年の極軌道衛星の
MODISセンサーによる極域衛星風や2008年の晴天
放射輝度温度を代表とする新たな衛星観測データの
同化および2005年の4次元変分法データ同化手法の
導入により継続的な精度向上が見られる。その精度
向上により、2003年には他のセンターから大きく引
き離されていた予報精度が、2005年にはNCEPと
UKMOに肩を並べるようになり、2009年以降は
UKMOに次ぐ位置を確保している。ECMWFとの差
はまだかなりあるが、2008年以降ECMWFの予報誤
差の減少はあまり見られない。また、NCEPも2008
年以降精度向上が見られない。その中で、2009年後
半からのUKMOの精度向上が顕著である。これは
2009年に行われた50層から70層への鉛直層数およ
びそれに関連する変更が寄与していると考えられる。
北半球の2日予報および南半球の2日と5日予報の
500hPa高度予報誤差（図2.2.2）にも、上で述べた
JMAの全球数値予報システムの精度向上や他のセ
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図2.2.1 北半球の5日予報の500hPa高度のRMSE（平方根平均二乗誤差）の経年変化（1995年1月
-2010年6月、前12ヶ月移動平均）
。気象庁の全球数値予報システムの主な変更点（紫色：物理過
程、青色：新たに同化されたデータ、黒字：その他）とその時期を矢印で示す。
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図2.2.2 図2.2.1と同じ、ただし、(a) 北半球の2日予報、
(b) 南半球の2日予報、(c) 南半球の5日予報。

(d) 南半球500hPa高度予報誤差（5日予報）
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ンターとの比較結果とほぼ同様の傾向が見られる。
南半球での各センター間の予報精度を比較してみる
と、2007年以降ECMWFに次いで、UKMOがJMA
とNCEPを明らかに引き離している。ただし、北半
球の5日予報に見られたUKMOの2009年後半の顕
著な精度向上は見られない。また、南半球ではJMA
は継続的な精度向上が見られるが、他の3センター
の予報精度は2009年以降あまり変化がない。これは、
JMAが他センターに遅れて最近同化を始めた新た
な衛星データ（表2.1.1）の効果であると考えられる。
つぎに、4つの主要な数値予報センターにおける
予報誤差の季節変化も含めた全球数値予報システム
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図2.2.3 500hPa高度のRMSE（平方根平均二乗誤差）の最
近の変化（2008年6月-2010年6月、3ヶ月移動平均）．(a)
北半球の2日予報、(b) .北半球の5日予報、(c) 南半球の
2日予報、(d) 南半球の5日予報。

の最近の予測精度を、2008年6月以降の3ヶ月平均の
500hPa高度予報誤差（図2.2.3）から述べる。一般
に、RMSEは偏西風波動の振幅が大きい冬期に大き
くなり、その変動が大きい年ほど概して大きくなる。
そのため、短期間（例えば、図2.2.3のような2年間）
では、予報精度向上を１つのセンターの結果のみで
評価するのは早計である。
北半球2日予報では2008年10月～2009年10月に
かけてJMAはUKMOと同程度まで誤差を減少させ
たが、その後引き離されている状態が続いている。
ただ、NCEPに対しては2008年8月以降、JMAの誤
差の方が常に小さい。北半球5日予報では、2009年
10月までECMWFを除く3センターの誤差が同程度
であったが、その後JMAとNCEPに比べてUKMO
の誤差の減少が顕著であり、2010年以降ECMWFに
かなり近づいてきている。その要因については前述
のように鉛直層数の増加だと考えられているが、モ
デル開発を推進する上では今後更なる分析が必要
であろう。
南半球2日予報では、冬期におけるECMWFの誤
差が他のセンターと比べて際だって小さくなって
いる（5日予報も同様）。JMAの誤差は、2009年8月
までNCEPとほぼ同程度で推移していたが、その後
NCEPを引き離し、UKMOとの差を縮めている。南
半球5日予報のJMAの誤差は、2009年6月までは
NCEPとほぼ同程度で推移していたが、その後やや
NCEPより小さくなっている。

全球解析（表2.2.2）で4次元変分法を導入してい
るセンターでは、JMAを除いて全球モデルの３分の
１の水平解像度を持つインナーモデルを運用してい
る。JMAでも同様の運用にするために2011年にイン
ナーモデルの水平分解能を約60kmにする計画であ
る。

2.2.4 まとめと課題
最近の主要数値予報センターの全球数値予報シス
テムの予報精度改善の概要を報告した。JMAは2008
年8月以降の改良によりNCEPより予報精度が良く
なっているが、UKMO、ECMWFにはまだかなり離
されている状態が続いている。500hPa高度の5日予
報のRMSEでは、JMAはUKMOに対して5%以上、
ECMWFに対しては10%以上大きい（2010年6月現
在）。特に、その差は北半球に比べて南半球で顕著で
ある。これはJMAの衛星データ同化が他センターに
遅れを取っていることが一因と推測される。衛星デ
ータの同化が遅れているのは、新規データ取得・利
用の環境が不十分といったこともあるが、中層の乾
燥といった全球モデルにあるバイアスの影響を受け
て新規データ同化による予報精度改善に多くの工夫
や試験を要しているという面もある。データ同化の
更なる進展を図るためにも、全球解析でのインナー
モデルも含めた全球モデルの物理過程（積雲、境界
層など）の改良が必須である。
表2.2.1 全球モデルの水平解像度、鉛直層数

2.2.3 各数値予報センターの全球数値予報システ
ムの現状と計画
最後に、2009年の第25回WGNE（Working Group
on Numerical Experimentation）会合報告をもとに
最近の情報も加えて、各数値予報センターの全球数
値予報システム（全球モデル、全球解析）のスペッ
クの現状と更新計画を簡単に紹介する。
全球モデル（表2.2.1）はスペクトルモデルが主流
であるが、UKMOでは領域モデルとの一体的な開発
を行うために格子モデルを採用している。2009年11
月までは、JMAの全球モデルが最も高い水平解像度
（約20km）であったが、その後ECMWFが約16km
のモデルを導入した。また、2011年にはNCEPは約
22km、UKMOは約20kmのモデルに更新する計画で
あり、主要数値予報センターは水平分解能20km前
後の全球モデルで予報精度を競い合うことになる。
鉛直層数は、現在ECMWFが91層と最も多く、2011
年には更に136層に増やす計画であり、他センター
と比べて約2倍の層数を保持することになる。JMA
では、次期「スーパーコンピューターシステム」導
入後の2013年に100層にすることを計画している。

現モデル

次回の更新計画

（2010年7月）

（実施予定年）

JMA

約20km、60層

約20km、100層（2013年）

ECMWF

約16km、91層

約16km、136層（2011年）

NCEP

約27km、64層

約22km、 64層（2011年）

UKMO

25km、70層

20km、 70層（2011年）

（注1）UKMOは格子モデル、他はスペクトルモデル。
（注2）UKMOの解像度はヨーロッパ付近での値。
（注3）NCEPの解像度は2010年7月に約35kmから変更
された。
表2.2.2 全球解析の水平解像度、鉛直層数
現システム

次回の更新計画

（2010年7月）

（実施予定年）

JMA

約80km、60層

約60km、 60層（2011年）

ECMWF

約80km、91層

約50km、136層（2011年）

NCEP

約27km、64層

約22km、 64層（2011年）

75km、70層

60km、 70層（2011年）

UKMO

（注1）NCEPは3次元変分法の水平解像度、他は4次元変
分法のインナーモデルの水平解像度。
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2.3 航空機気温データの全球解析での利用1

のそれと比較しても精度は悪くない。しかし、対流
圏下層ではD値の平均が0.4～0.6K程度となってい
て、その観測値が第一推定値よりも高温となってい
る。またAMDARデータについては、航路層となる
対流圏上層においても平均で0.4K程度の高温バイ
アスが確認できる。前述した対流圏下層で見られる
ような気温観測値の第一推定値に対する高温バイア
スは、現在の全球モデルの大気下層における低温バ
イアス（中川 2004）による影響も含まれていると

2.3.1 はじめに
航空機データは広域にわたって取得することがで
きる高層の直接観測データであり、気象庁では既に
その風データを全球解析で利用している。気温デー
タの利用についても検討されていたが、データが多
く存在する航路層（約200～300hPa付近）でモデル
の気温にバイアスがあり、そのまま同化すると予報
精度が悪化してしまうことがわかった。これにより
気温データの利用は見送られていた（小泉 2005）。
近年、衛星データの高度利用やモデルの改良により
モデルの精度が向上していることを受け、航空機気
温データの利用可能性の再調査を行った。その結果、
データの利用法を改善し同化することによって予報
精度が向上することを確認した。本項ではその調査
結果について報告する。
2.3.2 航空機気温データ
（1） データの品質
航空機データには主にAIREP（AIrcraft REPort）
データ、AMDAR（Aircraft Meteorological DAta
Report）データ、ACARS（Aircraft Communication
Addressing and Reporting System）データがある。
ただし、ACARSデータはAMDARデータの一種とし
て 捉える こと もでき るた め、以 下で はまと めて
AMDARデータとして分類することにする。
図2.3.1に示すように、航空機データは特に欧州や
北米、東アジアや豪州周辺に集中している2。このデ
ータを高度別に示したものが図2.3.2である。特に航
路層である200～300hPa付近でデータ量が多いこ
と、空港周辺での離着陸時における対流圏中層から
下層の観測データも多いことが特徴と言える。また、
楠・弟子丸（1994）やBenjamin et al.（1999）な
ど過去の文献によれば、航空機データの品質はラジ
オゾンデ観測の品質とほぼ同等であると報告されて
いる。
図2.3.3に2008年9月を対象とする全球のサイクル
実験 3 から作成した航空機データ種類別の気温のD
値（観測値－第一推定値）ヒストグラムを示す。こ
こでは、300hPaより上層をHIGH、300hPaから
700hPaまでをMID、700hPaより下層をLOWと定
義する。D値の標準偏差はいずれのデータでも1.0K
前後で比較的小さい値を示しており、ラジオゾンデ

図 2.3.1 2008 年 9 月 15 日 00UTC の全球解析に使用
可能な航空機気温データの分布。上：AIREP、下：
AMDAR。

1

酒匂 啓司
北米ではデータ量が非常に多いことから、解析前処理で
実際の入電データを間引いている。このため図上では実際
の入電データより少なくプロットされている。
3 このサイクル実験では航空機気温データは解析で使用
していない。
2

図 2.3.2 2008 年 9 月における航空機気温データの高
度別データ数。縦軸：気圧高度[hPa]、横軸：デー
タ数。
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図 2.3.3 2008 年 9 月における航空機データ種類別の気温の D 値ヒストグラム。上段：AIREP、下段：AMDAR。左
列：HIGH、中列：MID、右列：LOW。縦軸：頻度[%]、横軸：D 値[K]。BIAS：D 値の平均[K]、STDV：D 値の
標準偏差[K]。

相当異なっていることがわかる。なお、2009年1月
に対しても同様の調査を行ったが、ほぼ同様の結果
を得ており、特に上層を中心とする高温バイアスの
存在を確認している（図略）。

図 2.3.4

（2） バイアス補正の導入
航空機気温データにおけるバイアスの存在は、
Ballish and Kumar（2006）を始めとする他の主要
な数値予報センターの調査でも指摘されている。そ
の原因として、航空機の測器の取付け位置や測器の
感部の汚れ、測器システム特有の誤差などが挙げら
れている。このようなバイアスの原因を全ての航空
機に対して個別に特定することは極めて難しい。
そこで、航空機気温データのバイアスを補正する
方法として、航空機別にD値月平均を計算して補正
テーブルを作成し、これを元に補正量を算出して翌
月の観測値の補正を行うという手法を導入すること
にした。これはD値月平均を観測値の系統誤差とみ
なして補正する方法で、現在ラジオゾンデ観測の気
温データに対して行われているバイアス補正法とほ
ぼ同様の方法である。なお、ゾンデバイアス補正法
の詳細については大野木（2000）や髙坂（2009）を
参照していただきたい。
導入した補正法は主に次のような処理である。
（a） バイアス補正の実行対象はAMDARデータ
のみとし、AIREPデータは対象としない
（b） 航空機の機体を識別するID番号であるコー

2008 年 9 月における個別（A～E）の航空機

データの気温の観測高度別での D 値月平均値。縦
軸：D 値の平均[K]。左：HIGH、中：MID、右：
LOW。

考えられるが、AMDARデータに見られるような対
流圏上層でのバイアスは、AIREPデータには見られ
ない。これらのことから、何らかの原因によって
AMDARデータには高温バイアスがあると考えられ
る。ただし、これは全ての航空機で同程度の高温バ
イアスがあるということではない。図2.3.4は航空機
ごとの気温データのD値の月平均値を比較したもの
である。上層で1.2K程度の高温バイアスが確認でき
る航空機がある一方でほとんどバイアスが見られな
いものもあるなど、機体ごとにその有無や大きさが
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ルサインごとに、マージ層と呼ばれる指定
気圧面を中心とする鉛直層別に気温のD値
月平均を計算し、鉛直方向の平滑化処理等
を行い、補正テーブル値を決定する
（c） 補正テーブルに2.5K以上あるいは–2.5K以
下の値がある航空機の気温データは使用し
ない
（d） 補正テーブル値を調整し、実際の補正量を
算出して観測データを補正する
（a）でAIREPデータを補正対象から除いた理由
は、
（b）で述べているように航空機のコールサイン
ごとに統計計算を行っているので、必ずしもコール
サインで同一機体であると区別できないAIREPデ
ータについてはこのバイアス補正法は適さないため
である。
また、統計結果からバイアスが過大である場合に
ついてはそのコールサインで通報される気温データ
の品質に何らかの問題がある可能性が高いとして、
（c）の設定を追加した。これはノンリアルタイム品
質管理（平 1995）に重複する面もあるが、品質に
問題があると見られるデータを必要以上に使用しな
いようにするために組み入れている。
この補正法はバイアスの原因にかかわらず包括的
に誤差を補正できることなどの利点がある一方で、
モデルバイアスを取り込んでしまう可能性があると
いう欠点もある。そのため（d）における補正量の
算出でモデルバイアスの影響も考慮し、過剰な補正
が行われないようにしている。

日の各12UTC、夏実験）と2009年1月（データ同化
サイクル実行期間：2008年12月20日～2009年2月9
日、予報実行初期値：2009年1月1日～31日の各
12UTC、冬実験）とした。コントロールが航空機気
温データを同化していないもの、テストが航空機気
温データを同化したものである。なお、この実験は
現業システムの低解像度版実験システム6で実行し
た。
以下、主に冬実験を例にして結果を述べる。図
2.3.5にバイアス補正を含む品質管理処理前後にお
けるAMDARデータのD値ヒストグラムを示す。正

図 2.3.5 冬実験における AMDAR データの品質管理
処理（QC）前後の気温 D 値ヒストグラム。上：HIGH、
下：MID。縦軸：頻度[%]、横軸：D 値[K]。青：QC
前、赤：QC 後。

（3） 一部データの不使用
地表の影響等を考慮して、一定の気圧高度4以下で
通報された航空機気温データは一律使用しないこと
にした。また、調査過程でデータの品質に問題があ
るとされたコールサインの気温データも使用しない
ことにしている。例えば、カナダのAMDARデータ
の中には気温バイアスが顕著に大きく、その標準偏
差も他と比べて大きいデータが数多く混在していた
ことから、これらのコールサインで通報される気温
データは不使用とした。
2.3.3 同化実験
第2.3.2項で述べたバイアス補正および一部デー
タの不使用の設定を用いて航空機気温データを同化
するサイクル実験を行った5。実験対象期間は2008
年9月（データ同化サイクル実行期間：2008年8月20
日～10月9日、予報実行初期値：2008年9月1日～30

図 2.3.6 冬実験における気温解析場の東西帯状平均
の月平均値差分。縦軸：高度[hPa]、横軸：緯度。
暖色はテストがコントロールよりも昇温している
ことを表し、寒色はその逆を表す。

1000hPa マージ層の下端である約 1006hPa に設定して
いる。
5 航空機気温データの観測誤差は現業システムでの全球
解析におけるゾンデ気温データのそれと同値としている。
4

現業システムの全球モデルは TL959L60（水平解像度約
20km、鉛直 60 層）で、この低解像度版は TL319L60（水
平解像度約 60km、鉛直 60 層）である。

6
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示す。改善率は、コントロールとテストについて、
初期値を真値とした場合に予報値の平方根平均二乗
誤差をそれぞれRMSECNT、RMSETSTとして、
RMSECNT  RMSETST
 100
改善率[%] 
RMSECNT

バイアスとなっている気温データがバイアス補正の
導入により気温を下げる方向に補正されていること
が確認できる。しかし、図2.3.6に示した気温解析場
の東西帯状平均の月平均値差分（テスト－コントロ
ール）を見ると、200hPa付近で0.1～0.2K程度昇温
していることがわかる。今回導入したバイアス補正
法は完全にバイアス成分を除去できるものではない
ため、特に航空機データの多い対流圏上層で昇温し
たと考えられる。一方で、図2.3.7に示したゾンデを
真値とした場合の気温の解析値および第一推定値の
平方根平均二乗誤差を見ると、およそ300hPaより下
層ではその値がコントロールよりも1%程度小さく
なり、改善している。
次に、図2.3.8に予報における主要要素の改善率を

で定義する。すなわち改善率が正であれば、予報誤
差が小さくなり改善していることを表す。
冬実験では、500hPa高度について北半球や熱帯は
FT=216まで、また南半球でもFT=168まで改善し、
図2.3.8に示した以外の風などの予報スコアについ
てもほぼ改善する結果となった。さらに夏実験でも、
冬実験ほどではないものの、500hPa高度について北
半球はFT=120まで平均1%程度改善しており、他の
領域でもコントロールとほぼ同等か改善する結果と

図 2.3.7 冬実験におけるゾンデを真値とした場合の気温の解析値および第一推定値の平方根平均二乗誤差。左：北半
球（20°N–90°N）、右：南半球（20°S–90°S）。縦軸：気圧高度[hPa]、横軸：平方根平均二乗誤差[K]。AN：解析値、
GS：第一推定値。

図 2.3.8 216 時間予報までの予報スコアの改善率。上段：夏実験、下段：冬実験。それぞれ左から順に海面気圧、850hPa
気温、500hPa 高度、850hPa 風速、250hPa 風速。縦軸：改善率[%]、横軸：予報時間[hours]。全球（90°N–90°S、
緑線）、北半球（20°N–90°N、茶線）、熱帯（20°N–20°S、赤線）、南半球（20°S–90°S、青線）の各領域で計算。
図中の丸印は有意水準 0.025 で片側検定を行った結果、統計的に有意であったことを示している。
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なった。しかし、850hPa気温は夏冬とも予報初期を
中心にやや悪化している。一方、ゾンデ観測値に対
する比較では、ほぼ同等か改善する結果であった
（図
略）
。これはモデルの下層低温バイアスが航空機気温
データの同化による下層の気温解析値の昇温と矛盾
して、初期値に対する予報誤差が大きくなったよう
に見えているためではないかと考えられる。

2.3.4 まとめと今後の課題
航空機気温データの全球解析への利用を検討し、
その品質調査を行ったところ、バイアスがある航空
機データが存在することがわかった。そこで、品質
管理処理に気温のD値月平均を用いたバイアス補正
等を追加してサイクル実験を実行したところ、予報
精度について概ね同等かやや改善となる結果を得た。
これにより品質管理処理にバイアス補正等を追加し
た航空機気温データの全球解析への利用を2009年
11月30日に開始した。
今回の変更では、航空機気温データの観測誤差の
調整は行わなかった。これについては、今後従来型
観測データの全球解析での利用法や品質管理処理を
総合的に見直す中で検討していく必要がある。
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Ḣᕞ୰ᮇணሗࢭࣥࢱ࣮㸦ECMWF㸧ࡸࢠࣜࢫẼ
㇟ᒁ㸦UKMO㸧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᩘ್ணሗࢭࣥࢱ࣮࡛
ࡣࠊGPS ᥏ⶸほ ࢆᗈࡃ⌧ᴗ࡛⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊẼ㇟
ᗇ࡛ࡶⴙ⣡ᑎ㸦1999㸧ࡸ Matsumura et al. (1999)
࡞ࡀ⏝ྥࡅࡓ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋGPS ᥏ⶸほ
ࢹ࣮ࢱࢆẼ㇟ᗇ⌫ゎᯒ࡛᭱ึ⏝ࡋࡓࡢࡣ
2007 ᖺ 3 ᭶ 22 ᪥࡛ࠊࢻࢶᆅ⌫◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦GFZ㸧ࡽ㓄ಙࡉࢀࡓ CHAMP/BlackJack2 ࡼ
ࡿほ ࢹ࣮ࢱ㸦Wickert et al. 2000㸧࡛࠶ࡿ㸦ᑠ⃝࣭
బ⸨ 2007㸧ࠋࡋࡋࠊ㧗ゎീᗘ∧ 20km GSM
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㸦TL959L60㸧ᑟධྥࡅࡓྠᐇ㦂ࡀ༑ศ࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵࠊ㧗ゎീᗘ∧ 20kmGSM ᑟධࡽࠊ⏝
ࢆ୍୰᩿ࡋ࡚࠸ࡓࠋCHAMP ほ ࢹ࣮ࢱࡣࠊࡑࡢ
ᚋ㓄ಙࢆṆࡋࡓࡀࠊGRACE-A/BlackJack  ࠾ࡼ
ࡧ Metop-A/GRAS ᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚ྠ
ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊ
2009 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥ࡽ୧ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢྠᡭἲᐇ㦂⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

㻞㻚㻠㻚㻞㻌 䝕䞊䝍ศᕸ
 ᅗ 2.4.1 ࠊ2008 ᖺ 8 ᭶ 20 ᪥ 00UTC ࠾ࡅࡿ
GRACE-A㸦㟷㸧࠾ࡼࡧ Metop-A㸦㉥㸧ࡢ GPS ᥏
ⶸほ ࡢࢹ࣮ࢱศᕸࢆ♧ࡋࡓࠋྛⅬࡽࡣࠊᒅᢡ
⋡5㸦Bean and Dutton 1966㸧ࡢ㖄┤ࣉࣟࣇࣝ
ࡢሗࡀᚓࡽࢀࡿࠋ᥏ⶸほ ࡣࠊࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹࡢࡼ
࠺㝣ᇦࡢ೫ࡾࡀ࡞ࡃࠊ⌫ศᕸࡋ࡚࠸ࡿⅬ
ࡀ࠶ࡿࠋ2009 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥ GRACE-A ࠾ࡼࡧ
Metop-A ࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓⅬ࡛ࡣࠊGRACE-A
࡛ 1 ᪥⣙ 200ࠊMetop-A ࡛⣙ 650 ࣉࣟࣇࣝࡢ
ほ ࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡗࡓࠋ2010 ᖺ 7 ᭶⌧ᅾࠊMetop-A ࡣ
ほ ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊGRACE-A ࡣ 2009 ᖺ 12
᭶௨㝆ࠊGFZ ࡢ㓄ಙࢧ࣮ࣂࡀኚ᭦࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
⏝ࢆ୍୰᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻞㻚㻠㻚㻟㻌 ྠᡭἲ㻌
GPS ᥏ⶸほ ࡣࠊࢹ࣮ࢱฎ⌮ࡢẁ㝵ᛂࡌ࡚ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿࠋ᭱ึ⟬ฟࡉࢀࡿ㔞
ࡣ㟁Ἴࡢ㐜ᘏ㔞㸦m㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡽᒅᢡゅࠊᒅ
ᢡ⋡ࠊẼ ࠾ࡼࡧẚ‵ࡀ㡰ḟィ⟬࡛ࡁࡿࠋඖࢹ࣮ࢱ
㏆࠸ࠊࢹ࣮ࢱ⟬ฟక࠺ㄗᕪࡢ㍍ῶࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࡓࡵࠊᨵၿࡢᗘྜ࠸ࡶࡁࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ2.4.1 ᐇ㦂㛤ጞ୍ᅇ┠ࡢゎᯒ࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱศᕸ

ᅗ2.4.2 ᐇ㦂㛤ጞ୍ᅇ┠ࡢ300hPaゎᯒࡢẼ [K]

㟷㸸GRACE-Aࠊ㉥㸸Metop-Aࠊ2008ᖺ08᭶20᪥
00UTCࡢほ

ࡢࣥࣃࢡࢺࠊ㉥㸸Ẽ

ୖ᪼ࠊ㟷㸸Ẽ

ୗ㝆

ࠊᐇ㦂ᵝࡘ࠸࡚ࡣ 2.4.6ཧ↷
3

GRACE-A㸸⡿ᅜ࣭ࢻࢶࡢ㔜ຊẼೃᐇ㦂⾨ᫍ
BlackJack ࡣ GRACE ᦚ㍕ࡉࢀࡓ GPS ཷಙᶵ
4 Metop-A㸸EUMETSAT ࡢᴟ㌶㐨Ẽ㇟⌧ᴗ⾨ᫍࠊGRAS
ࡣ Metop ᦚ㍕ࡉࢀࡓ GPS ཷಙᶵ

ᑠ⃝ ⱥྖ
CHAMP: Challenging Mini-satellite Payload
ࢻࢶࠊ⡿ᅜࡢ GPS ᥏ⶸほ ⾨࡛ᫍࠊBlackJack ࡣ
CHAMP ᦚ㍕ࡉࢀࡓ GPS ཷಙᶵ

1
2

5

Ẽࡢᒅᢡ⋡ࡣࠊẼ 㺃Ẽᅽ㺃Ẽᅽࡢ㛵ᩘ࡛ࠊẼ

ࡀప

࠸ࠊẼᅽ࠾ࡼࡧẼᅽࡀࡁ࠸ࡁ࡞್࡞ࡿ
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ2.4.3㸦a㸧ࣂࢫ⿵ṇ๓ࡢᒅᢡᣦᩘD(O-B)್ࡢ
㧗ᗘ㸫⦋ᗘศᕸᅗࠊOࡣほ

್ࠊBࡣ➨୍᥎ᐃ್

2009ᖺ9᭶15᪥ࠊ⦪㍈㧗ᗘ㸦m㸧
ࠊᶓ㍈⦋ᗘ㸦ᗘ㸧

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ME

RMSE

ᅗ2.4.5 ➨୍᥎ᐃ್ࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹࡢẼ

ࡢẚ㍑

 ᐇ㦂 ㉥㸸TEST 㸦GPSྠ࠶ࡾ㸧
㟷㸸CNTL 㸦GPSྠ࡞ࡋ㸧

㻌
㻞㻚㻠㻚㻠㻌 䝞䜲䜰䝇⿵ṇ㻌
 GPS ᥏ⶸほ ࡢ୰࡛ࡶ≉㐜ᘏ㔞ࡸᒅᢡゅࡣࠊ┿
್ᑐࡍࡿࣂࢫࡀᑡ࡞࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࡛ࠊ
᪥ᮏ௨እࡢணሗࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊほ ್ᑐࡍࡿࣂ
ᅗ2.4.3㸦b㸧ࣂࢫ⿵ṇᚋ࠾ࡼࡧQCᚋࡢᒅᢡᣦᩘ
ࢫ⿵ṇࡣ⾜ࢃࡎྠ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍᥎ᐃ
D㸦O-B㸧್ࡢ㧗ᗘ㸫⦋ᗘศᕸᅗࠊOࡣほ ್ࠊBࡣ
್ᑐࡍࡿࣂࢫࡀࡁ࠸㧗ᗘࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊ
➨୍᥎ᐃ್ࠊ2009ᖺ9᭶15᪥ࠊ⦪㍈㧗ᗘ㸦m㸧
ࠊᶓ㍈
ࡑࡢ㧗ᗘࢆ⏝ࡋ࡞࠸ࠊほ ㄗᕪࢆࡁࡃタᐃࡋ
⦋ᗘ㸦ᗘ㸧
࡚⏝ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱࢆࣂࢫ⿵ṇࡏࡎࠊ㧗ᗘࡶ㝈ᐃ
Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣࠊィ⟬ࢥࢫࢺࡀẚ㍑ⓗᑠࡉࡃࠊᨵၿࡢᗘ
ࡏࡎྠࡋࡓࡇࢁࠊ≉⇕ᖏᇦࡢᑐὶάືࡀά
ྜ࠸ࡶࡁ࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿᒅᢡ⋡ࢆ⌫ゎᯒ⏝
Ⓨࡋࠊᑐึᮇ್ணሗࢫࢥࡀᝏࡍࡿഴྥࡀࡳࡽ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒅᢡ⋡࣭ᒅᢡゅࡢㄝ᫂ࡣࠊᑠ⃝࣭బ⸨
ࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨୍᥎ᐃ್ࡢሗࡽ⥺ᙧᅇᖐᘧ࡛
㸦2007㸧ࢆཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ2010 ᖺ 8 ᭶⌧ᅾࠊECMWFࠊ ᒅᢡ⋡ࡢࣂࢫ⿵ṇࢆ⾜࡞࠸ࠊ⥺ᙧᅇᖐᘧ࡛ࣂ
UKMOࠊࣇࣛࣥࢫẼ㇟ᒁ㸦Meteo France㸧࡛ࡣᒅ
ࢫࡀྲྀࡾࡁࢀ࡞࠸㧗ᗘ㸦ᚋ㏙㸧ࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࡇ
ᢡゅࢆࠊ⡿ᅜ⎔ቃண ࢭࣥࢱ࣮㸦NCEP㸧ࠊ࢝ࢼࢲẼ
ࡋࡓࠋᅇᖐᘧ⏝࠸ࡓㄝ᫂ኚᩘࡣࠊ⦋ᗘࠊ㧗ᗘ࠾
㇟ᒁ㸦CMC㸧࡛ࡣẼ㇟ᗇྠࡌᒅᢡ⋡ࢆྠ⏝
ࡼࡧᒅᢡ⋡࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2.4.2 ࡣࠊᅗ 2.4.1 ྠࡌ้࠾
ᅗ 2.4.3㸦a㸧ࠊ㸦b㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࣂࢫ⿵ṇ๓
ࡅࡿᒅᢡ⋡ྠࡶ࡞࠺ 300hPa Ẽ ゎᯒሙࡢ
࠾ࡼࡧࣂࢫ⿵ṇᚋࡢ 2009 ᖺ 9 ᭶ 15 ᪥㸦ྠᐇ
ኚࢆ♧ࡍࠋࢹ࣮ࢱࡢᏑᅾࡍࡿ࿘㎶ࡢẼ ࢆኚ
㦂ᮇ㛫୰┙ࠊᐇ㦂ᵝࡣ 2.4.6 ࢆཧ↷㸧࠾ࡅࡿ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
㻌
㻌
㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿 㻌 㻌 㻹㻱 㻺㻾㻹㻿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌㻺㻾㻹㻿
㻹㻱㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌 㻌 㻺㻾㻹㻿 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻹㻱㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
༙⌫㧗⦋ᗘ     ༙⌫୰⦋ᗘ   
 ⇕ᖏ
  
༡༙⌫୰⦋ᗘ     ༡༙⌫㧗⦋ᗘ
㻌
㻌
ᅗ2.4.4
Metopࡼࡾほ
ࡉࢀࡓᒅᢡ⋡ࡢኟ㸦⣽⥺㸧
ࠊ㸦ኴ⥺㸧࠾ࡅࡿD㸦O-B㸧್⤫ィࠋ
㻌
㻌
⦪㍈㸸㧗ᗘ(km ࠊᶓ㍈㸸㟷⥺ࡣᖹᆒㄗᕪ ME[K]ࠊ㉥⥺ࡣつ᱁ㄗᕪ
NRMS [%]㸦⬮ὀ7ཧ↷㸧
㻌
㻌
⤫ィᮇ㛫 ኟ㸸2008ᖺ8᭶1᪥㹼8᭶31᪥  㸸2009ᖺ1᭶1᪥㹼1᭶31᪥ 
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㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌
㻜㻌
㻌
㻌
㻙㻡㻌
㻌

㸯᪥ࡢゎᯒ࡛ほ ࡉࢀࡓᒅᢡᣦᩘ6ࡢ D ್㸦ほ ್
㸫➨᥎ᐃ್㸧ศᕸ࡛࠶ࡿࠋᶓ㍈ࡀ⦋ᗘ㸦ᗘ㸧ࠊ⦪㍈ࡀ
㧗ᗘ㸦m㸧࡛ࠊࣂࢫ⿵ṇ๓ࡣ⇕ᖏ࠾࠸࡚ṇ
೫ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣔࢹࣝ⮬㌟ࡢ⇱ࣂ
ࢫࡼࡿࡶࡢࠊᒅᢡ⋡ࡢ➨୍᥎ᐃ್ࢆィ⟬ࡍࡿࡓ
ࡵᚲせ࡞㧗ᗘ⟬ฟࡢ㝿ࠊ௬ ᗘ࡛ࡣ࡞ࡃẼ ࢆ⏝
࠸ࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࠋࣂ
ࢫ⿵ṇಀᩘࡣࠊ༙⌫㧗⦋ᗘ㸦90-60rN㸧ࠊ༙⌫୰
⦋ᗘ㸦60-20rN㸧ࠊ⇕ᖏ㸦20rN -20rS㸧ࠊ༡༙⌫୰⦋
ᗘ㸦20-60rS㸧ࠊ༡༙⌫㧗⦋ᗘ㸦60-90rS㸧ࡢ㡿ᇦ࡛
⊂❧タᐃࡋࠊࣂࢫ⿵ṇಀᩘࡣ࣐࢝ࣝࣥࣇࣝ
ࢱ࡛㏲ḟ᭦᪂ࡍࡿࡇࡋࡓࠋほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ
ࡓ㧗ᗘࡣࠊᅗ 2.4.3(b) ࡢᐇ⥺࡛ᅖࢇࡔ㒊ศ࡛ࠊ༙
⌫୰⦋ᗘᴟᇦࡣ 7km ௨ୖࠊ⇕ᖏࡣ 17km ௨ୖࠊ
༡༙⌫୰⦋ᗘࡣ 7km ௨ୖࠊ༡ᴟᇦࡣ 15km ௨ୖୖ
✵ࠊࡘ 30km ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ࠊࣔࢹࣝࡢ┿್
ᑐࡍࡿࣂࢫࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㧗ᗘ⟬ฟ௬ ᗘࢆ
⏝ࡍࢀࡤࠊGPS ᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱࡢࣂࢫ⿵ṇࡣᚲ
せ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㻌
㻞㻚㻠㻚㻡㻌 ほ ㄗᕪ䛾タᐃ㻌
ᅗ 2.4.4 ࡣࠊኟ㸦⣽⥺㸧࠾ࡼࡧ㸦ኴ⥺㸧࠾
ࡅࡿ⦋ᗘẖࡢ Metop-A ࡢ D ್⤫ィ㧗ᗘศᕸࢆ♧ࡋ
ࡓࠋᕥࡽࠊ༙⌫㧗⦋ᗘࠊ༙⌫୰⦋ᗘࠊ⇕ᖏࠊ
༡༙⌫୰⦋ᗘࠊ༡༙⌫㧗⦋ᗘࡢ㡿ᇦ࡛ࡢᖹᆒㄗᕪ
㸦ME㹙K㹛
㸸㟷⥺㸧࠾ࡼࡧつ᱁ㄗᕪ7㸦NRMS[㸣]㸸
㉥⥺㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋME ࡣࠊ≉⇕ᖏ࡛ࡣୖᒙ࡛
ᑠࡉࡃୗᒙ࡛ࡁ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋNRMS ࡣ‵₶
࡞⇕ᖏ࡛ࡁࡃࠊࡲࡓ༙⌫ࡼࡾࡶኟ༙⌫࡛ࡁ࠸
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫
㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

ᅗ2.4.6㸦a㸧500hPa㧗ᗘሙࡢኟᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
పゎീᗘ Metop + GRACE ᐇ㦂ࠊᶓ㍈ࡀணሗ㹙h㹛ࠊ
⦪㍈ࡀᨵၿ⋡㹙%㹛ࠊ༳ࡣࠊ᭷ពỈ‽2.5%∦ഃ
᳨ᐃ࡛᭷ពࠊ 0⥺ࡼࡾୖ࠶ࢀࡤᨵၿ

㻡㻌
㻌
㻌
㻜㻌
㻌
㻌

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡㻌

㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.6㸦b㸧500hPa㧗ᗘሙࡢᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.6㸦a㸧ྠࡌ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ2.4.7㸦a㸧ኟᐇ㦂࠾ࡅࡿ50hPa࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙㸣㹛
㉥㸸ᨵၿ 㟷㸸ᝏ ⓑ㸸୰❧

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ2.4.8 పゎീᗘᐇ㦂࠾ࡅࡿྎ㢼㐍㊰ㄗᕪ
㉥㸸TEST (ᐇ㦂ྡ㸸g012_v17_sum
㟷㸸CNTL (ᐇ㦂ྡ㸸g012_cntl_sum)
T0812-T0817ࡢ⤫ィࠊ༳ࡣࢹ࣮ࢱᩘ(ྑ㍈)
ᒅᢡᣦᩘ㸸ᒅᢡ⋡ࢆ nࠊᒅᢡᣦᩘࢆ N ࡋࡓࡁࠊ
N=㸦n -1㸧106 ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
7 つ᱁ㄗᕪ㸸
㸦RMSE(O)-RMSE(B)㸧/RMSE(O) 㹙㸣㹛
ࡍࡿࠋRMSE ࡣᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊNRMS
␎ࡍࡇࡍࡿࠋ
6

ᅗ2.4.7㸦b㸧 ᐇ㦂࠾ࡅࡿ50hPa࠾ࡅࡿᨵၿ⋡
㹙㸣㹛ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.7㸦a㸧ྠࡌ
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻜㻌
㻌

ほ ㄗᕪࡣࠊୖグࡢᵝኟ㸦8 ᭶㸧㸦1 ᭶㸧
ู࡛ࠎ D(O-B)್⤫ィࢆࡾࠊᮇࡽኟᮇࡢ⛣
⾜ᮇࡣࠊ୕ゅ㛵ᩘࢆ⏝࠸࡚Ꮨ⠇ᛂࡌ࡚ RMSE ࢆ
ෆᤄᚋࠊ1.9 ಸࡋࡓ್ࡋࡓࠋ1.9 ಸࡣࠊᗄࡘࡢᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ᭱ࡶணሗࢫࢥࡀⰋࡗࡓ್࡛࠶ࡿࠋ
㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡㻌 

㻞㻚㻠㻚㻢㻌 పゎീᗘ䝕䞊䝍ྠᐇ㦂㻌
 GPS ᥏ⶸほ ࡢపゎീᗘ(TL319)ࢹ࣮ࢱྠᐇ㦂
ࢆ௨ୗࡢᮇ㛫⾜ࡗࡓࠋ
 ኟᐇ㦂㸸2008 ᖺ 08 ᭶ 20 ᪥㹼2008 ᖺ 10 ᭶ 9 ᪥
 ᐇ㦂㸸2008 ᖺ 12 ᭶ 20 ᪥㹼2009 ᖺ 02 ᭶ 9 ᪥
ᅗ 2.4.5 ࡣࠊᐇ㦂ࡢ⇕ᖏ࠾ࡅࡿ CNTL㸦GPS
ྠ࡞ࡋ㸸㟷⥺㸧 TEST㸦GPS ྠ࠶ࡾ㸸㉥⥺㸧
ࡢẚ㍑ᅗࢆ♧ࡋࡓࠋẚ㍑ᑐ㇟ࡣࠊྠᮇ㛫࠾ࡅࡿ
ࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹ➨୍᥎ᐃ್ࡢẼ ࡛ࠊᕥഃࡢ⥺ࡀ
ME㹙K]ࠊྑഃࡢ⥺ࡀ RMSE[K]࡛࠶ࡿࠋRMSE ࡣ
୰❧࡛࠶ࡿࡀࠊME ࡣ 400hPa ࡽୖ✵࡛ࡸࡸᨵၿ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣᴫࡡ୰❧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋኟᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸦ᅗ
┬␎㸧ࠋ
 ᅗ 2.4.6㸦a㸧ࠊ
㸦b㸧ࡣࠊ500hPa 㧗ᗘሙ࠾ࡅࡿ
ணሗ㛫ẖࡢᨵၿ⋡8[㸣]ࢆ♧ࡋࡓࠋୖࡀኟᐇ㦂ࠊୗ
ࡀᐇ㦂࡛࠶ࡿࠋ㸮⥺ࡼࡾࡶୖ࠶ࢀࡤᨵၿࠊୗ
࠶ࢀࡤᨵᝏࢆពࡍࡿࠋ༳ࡣࠊ᭷ពỈ‽ 2.5% ࡢ
∦ഃ᳨ᐃ࡛᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋGPS ᥏ⶸほ ࢹ
࣮ࢱࢆྠࡍࡿࡇࡼࡾࠊኟᐇ㦂࡛ࡣ༡༙⌫ࡢ 4
㹼5 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࡋࠊ⇕ᖏࡶᨵၿഴྥ࠶ࡿࠋ
༙⌫ࡣ 3 ᪥ணሗ௨㝆ࡸࡸᨵᝏഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
⌫࡛ࡣ 5 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ᐇ
㦂࡛ࡣࠊ༙⌫ࡣ 7 ᪥ணሗ࡛᭷ពᨵၿࠊ⇕ᖏ࡛ࡶ
ࡸࡸᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ 2.4.7㸦a㸧ࠊ㸦b㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀኟᐇ㦂㸦2008
ᖺ 9 ᭶㸧ᐇ㦂㸦2009 ᖺ 1 ᭶㸧࠾ࡅࡿ 50hPa
࠾ࡅࡿ 3 ᪥ணሗᨵၿ⋡ࡢ⌫ศᕸࢆ♧ࡋࡓࠋ㉥ࡀ
ᨵၿࠊ㟷ࡀᨵᝏࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋኟᐇ㦂࡛ࡣᨵၿࡋ࡚
࠾ࡾࠊᐇ㦂ࡣࡰ୰❧࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ 2.4.8 ࡣࠊపゎീᗘᐇ㦂࠾ࡅࡿྎ㢼㐍㊰ண
ሗㄗᕪࢆ♧ࡋࡓࠋ㉥ࡀ TESTࠊ㟷ࡀ CNTL ࡢ RMSE
࡛࠶ࡿࠋFT㸻48 ௨㝆ࡸࡸྎ㢼㐍㊰ࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.9㸦a㸧500hPa㧗ᗘሙࡢኟᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
㧗ゎീᗘ ⯟✵ᶵẼ 㸩GRACE + Metop ᐇ㦂ࠊᶓ㍈
ࡀணሗ㛫㹙h㹛
ࠊ⦪㍈ࡀᨵၿ⋡㹙%㹛
ࠊ༳ࡣ᭷ពỈ‽
2.5%∦ഃ᳨ᐃ࡛᭷ពࠊ0⥺ࡼࡾୖ࠶ࢀࡤᨵၿ

㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻜㻌

㯮㸸⌫ 㟷㸸༙⌫

㻙㻡

  ㉥㸸⇕ᖏ ⥳㸸༡༙⌫

㻌
ᅗ2.4.9㸦b㸧500hPa㧗ᗘሙࡢᐇ㦂࠾ࡅࡿᨵၿ⋡㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣࠊᅗ2.4.9㸦a㸧ྠࡌ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ2.4.10㸦a㸧ኟᐇ㦂24㛫ணሗᨵၿ⋡ᖏ≧ᖹᆒᅗ㹙%㹛
 ⦪㍈ࡀẼᅽ[hPa]ࠊᶓ㍈ࡀ⦋ᗘ[ᗘ]ࠊ
㉥ࡀᨵၿࠊ㟷ࡀᨵᝏ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻞㻚㻠㻚㻣㻌 㧗ゎീᗘ∧䝕䞊䝍ྠᐇ㦂⤖ᯝ㻌 㻌
 ➨ 2.3 ⠇࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊపゎീᗘ∧
㸦TL319L60㸧
⯟✵ᶵẼ ࡢྠᐇ㦂࡛ࡶࠊGPS ᥏ⶸほ ྠᐇ㦂
ࡰྠࡌᮇᨵၿࡢຠᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
⯟✵ᶵẼ ࠾ࡼࡧ GPS ᥏ⶸほ ྠࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ

ᅗ2.4.10㸦b㸧ᐇ㦂24㛫ணሗࡢᨵၿ⋡ࡢᖏ≧ᖹᅗ㹙%㹛
ᅗࡢぢ᪉ࡣ ᅗ2.4.10㸦a㸧 ྠࡌ

ᨵၿ⋡㹙㸣㹛㸸
(RMSE CNTL 㸫RMSE TEST) RMSE CNTL

8

㻌
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㻞㻚㻡㻌 䝬䜲䜽䝻Ἴᩓィ㻭㻿㻯㻭㼀䝕䞊䝍䛾⌫ゎᯒ䛷
䛾⏝㻝㻌
㻌
㻞㻚㻡㻚㻝㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
 ࣐ࢡࣟἼᩓィࡣࠊᆅ⾲㠃↷ᑕࡋࡓ࣐ࢡࣟ
Ἴࣅ࣮࣒ࡢᑕἼࡢᙉࡉ㸦ᩓ᩿㠃✚㸧ࢆ ᐃࡍࡿ
⬟ືᆺ ჾ࡛࠶ࡾࠊᴟ㌶㐨⾨ᫍᦚ㍕ࡉࢀࡿࠋ
ࣈ࡞ࡢ┤᥋ほ ࡸᩘ್ணሗࣔࢹࣝࡽ⤫ィⓗ
సࡽࢀࡿࣔࢹࣝ㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊᩓ᩿㠃✚
ࡽᾏ㠃ୖࢆ྿ࡃ㢼࣋ࢡࢺࣝ㸦ࠊ୰❧ᡂᒙࢆ௬ᐃ
ࡋࡓ㧗ᗘ10mࡢ㢼ࠋ௨ୗᩓィᾏୖ㢼ࡪ㸧ࡸᅵ
ተỈศ㔞࡞ࡢ≀⌮㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉
ᾏୖ㢼ࡣࠊࢹ࣮ࢱྠࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊἼᾉࠊྎ
㢼ࠊኳẼᅗゎᯒ࠸ࡗࡓศ㔝࡛ᖜᗈࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ ࠋ Ẽ ㇟ ᗇ ࡢ  ⌫ ゎ ᯒ ࡛ ࡣ ࠊ 2009 ᖺ 7 ᭶ 28 ᪥ 
Metop-A⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟἼᩓィASCATࡽ
⟬ฟࡉࢀࡿᾏୖ㢼㸦௨ୗASCATᾏୖ㢼㸧ࡢ⌧ᴗ⏝
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨2.5.2㡯࡛ᩓィᾏୖ㢼
ࡢရ㉁ࢆ㏙ࠊ➨2.5.3㡯࡛ࡑࡢྠ⏝ࡘ࠸࡚⤂
ࡍࡿࠋᾏୖ㢼࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࡢほ ཎ⌮ࡸࡑ
ࡢ⏝ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝᮧ㸦1993㸧ࡸLiu and Xie
㸦2006㸧ࢆཧ↷㢪࠸ࡓ࠸ࠋ

ࡒࢀ⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊゎᯒணሗ⢭ᗘࡢྥୖ㔜せ࡞
ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ㸦ᶫ࣭Ἠ 2004㸧
ࠋAMIࢹ࣮ࢱࡢ
⏝ࡘ࠸࡚ࡣኴཎ㸦1999㸧ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
⾲2.5.1ASCATཬࡧSeaWindsࡢᵝࢆ♧ࡍࠋ୧
ᩓィᾏୖ㢼ࡢᵝ⢭ᗘࡣࠊᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ
㸦RMSE㸧࡛㢼㏿2m/sࠊ㢼ྥ20ᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧
⪅ࡢࡁ࡞㐪࠸ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
࣭ ASCATࡣ⾨ᫍࡢᕥྑᅛᐃࡉࢀࡓࢭࣥࢧࡽ
ࢫࢸࢵࢡ≧ࡢࣅ࣮࣒ࢆ↷ᑕࡍࡿほ ᪉ᘧࢆ᥇
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⾨ᫍ┤ୗࡢほ ࡀ⾜࠼࡞࠸ࠋ
࣭ ASCATࡣSeaWindsࡼࡾࡶ㞵ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ
࠸ࣅ࣮࣒࿘Ἴᩘࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ2.5.1ࠊ2008ᖺ9᭶16᪥12UTCࡢ⌫ࢧࢡࣝ
ゎᯒ࡛⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ୧ᩓィᾏୖ㢼ࢆ♧ࡍࠋᅗ
2.5.1(a)ࡣ⌫ศᕸ࡛࠶ࡾࠊỈⰍࡀSeaWindsࠊᶳⰍ
ࡀASCATࢆ⾲ࡍࠋᅗ2.5.1(b), (c)ࡣࠊᮾࢩࢼᾏࡢ
ᖹᡂ20ᖺྎ㢼➨13ྕ࿘㎶࠾ࡅࡿࠊASCATཬࡧ
SeaWindsᾏୖ㢼࣋ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ㉥▮⩚ࡣ
㞵࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓపရ㉁ࢹ࣮ࢱࢆ⾲ࡍࠋASCAT
ᾏୖ㢼ࡣ⾨ᫍ┤ୗ࡛ほ ࡢ✵ⓑᇦࡀᗈ࠸ࡇ㸦ᅗ
2.5.1(a)㸧ࡸࠊ㝆Ỉᇦ࡛ࡢရ㉁పୗࡀSeaWindsᾏୖ
㢼ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡇ㸦ᅗ2.5.1(b), (c)㸧ࡀࢃࡿࠋ
 ᅗ2.5.2ࠊ2009ᖺ8᭶1᪥ࡽྠᖺ10᭶31᪥ࡢᩓ
ィᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࡢẚ㍑⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᮏ᳨
ド࡛ࡣࠊỈᖹ㛫㝸25kmࡢASCATཬࡧSeaWindsᾏ
ୖ㢼ࢆ⏝ࡋࡓࠋᩓィᾏୖ㢼ࡣほ ཎ⌮ୖࠊゎࡀ
୍ពᐃࡲࡽ࡞࠸㸦ከࡃࡢሙྜࠊ2㹼4ಶ⛬ᗘࡢゎೃ
⿵ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿ㸧ࠋᅇࡣGSMࡢᾏୖ㢼➨୍᥎ᐃ್
ࢆ⏝࠸࡚ᑬࡶࡽࡋ࠸㢼࣋ࢡࢺࣝࢆ㑅ᢥࡋࠊရ㉁⟶⌮
ࡼࡗ࡚పရ㉁ࢹ࣮ࢱࢆ㝖እࡋࡓ㸦ᡭ㡰ࡣኴཎ࣭ᮧ
⏣㸦2007㸧ᚑ࠺㸧ࠋࡉࡽࠊ㢼ྥࡢ᳨ドࡣ㢼㏿
3m/s௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊ㢼
ࡀᙅࡃᾏ㠃❧ࡘ㢼ᾉࡀᑠࡉ࠸ሙྜࠊᩓ᩿㠃✚ࡢ
㢼ྥᑐࡍࡿឤᗘࡀపୗࡍࡿࡇ࡛⟬ฟ⢭ᗘࡀపୗ
ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࣈ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢほ ้ᕪࡀ
60ศ௨ෆࡘ㊥㞳ࡀ100km௨ෆࡢほ ࢹ࣮ࢱࡢ୰
࡛ࠊ⌫ゎᯒࡢရ㉁⟶⌮ྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࢆ⏝ࡋࡓࠋ
⏝࠸ࡓࣈࡢほ ⢭ᗘࡣࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿࡛ࡑࢀࡒࢀ10
ᗘ௨ୗࠊ0.3m/s㸦ࡲࡓࡣ3%㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Freitag
et al. 2001㸧ࠋࣈࡢ㢼ほ 㧗ᗘࡣ10m௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㢼㏿ࡣEbuchi et al.㸦2002㸧ྠᵝ
ࠊLiu and Tang㸦1996㸧ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚୰❧ᡂᒙ࣭
㧗ᗘ10mࡢ್ኚࡋࡓ㸦㢼ྥࡣᮍኚ㸧ࠋ
ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࢆẚ
㍑ࡋࡓࡇࢁࠊࣈࡢᕪࡢᶆ‽೫ᕪࡣ㢼㏿࡛ࡑࢀ
ࡒࢀ1.06m/s0.96m/sࠊ㢼ྥ࡛ࡑࢀࡒࢀ19.33ᗘ
16.72ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ┦㛵ಀᩘࡶ࡚࠾࠸࡚0.9๓ᚋ
㧗ࡃࠊᩓィᾏୖ㢼ࡣࣈ࡞ࡢ┤᥋ほ ༉ᩛ
ࡍࡿ㧗⢭ᗘࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

㻞㻚㻡㻚㻞㻌 䝬䜲䜽䝻Ἴᩓィ㻭㻿㻯㻭㼀䛸㻿㼑㼍㼃㼕㼚㼐㼟㻌
Metop-A⾨ᫍ2ࡣ2006ᖺ10᭶ḢᕞẼ㇟⾨ᫍ㛤Ⓨ
ᶵᵓ㸦EUMETSAT㸧ࡀᡴࡕୖࡆࡓࠊḢᕞึࡢ⌧ᴗ
ᴟ㌶㐨Ẽ㇟⾨࡛ᫍ࠶ࡿࠋᮏ⾨ᫍࡣᩘ್ணሗ᭷⏝
࡞ ჾࡀከࡃᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẼ㇟ᗇ࡛ࡣASCAT
ᾏୖ㢼௨እࡶࠊẼ ࡸỈẼࡢሗࢆほ ࡍࡿ࣐
 ࢡ ࣟ Ἴ ࢧ ࢘ ࣥ ࢲ AMSU-A ཬ ࡧ MHS 㸦   ⏣
2008㸧ࡸGPS᥏ⶸほ ࢹ࣮ࢱ㸦➨2.4⠇㸧࡞ࢆ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋASCATᾏୖ㢼ࡢ⟬ฟࡣ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁ
ࢆ୰ᚰ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹ࣮ࢱࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ
⌫㏻ಙࢩࢫࢸ࣒㸦GTS㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㓄ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛Ẽ㇟ᗇࡢゎᯒ࡛ྠ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࣐
ࢡࣟἼᩓィࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡣࠊQuikSCAT⾨ᫍᦚ㍕
ࡢ SeaWinds  ERS-2 ⾨ ᫍ ᦚ ㍕ ࡢ AMI ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ
QuikSCATࡣ⡿ᅜ⯟✵Ᏹᐂᒁ㸦NASA㸧ࡀ1999ᖺ6
᭶ᡴࡕୖࡆࡓᴟ㌶㐨⾨࡛ᫍ࠶ࡿࠋ⾨ᫍࡢタィᑑ
ࡣ3ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2009ᖺ11᭶23᪥ࣥࢸࢼࡢᅇ
㌿ࡀṆࡲࡿࡲ࡛ࡢ10ᖺ௨ୖΏࡗ࡚㐠⏝ࡉࢀࠊẼ
ᾏ ὒࡢ◊ ✲࣭ ⌧ᴗศ 㔝ࡢ Ⓨᒎ ࡁ ࡃ㈉⊩ ࡋࡓ
㸦Bourassa et al. 2010㸧ࠋSeaWindsࡽᚓࡽࢀࡿᾏ
ୖ㢼㸦௨ୗSeaWindsᾏୖ㢼㸧ࡣࠊẼ㇟ᗇ⌫࣭࣓
ࢯゎᯒࢩࢫࢸ࣒࡚2003ᖺ5᭶ࠊ2004ᖺ7᭶ࡑࢀ
㧘ᶫ ᫀஓ
Metop ⾨ᫍࡣ A, B, C ࡢ 3 ᶵ㐃⥆యไ࡛㐠⏝ࡉࢀࠊ
Metop-B, C ࡶ Metop-A ྠᵝࡢ ჾࡀᦚ㍕ࡉࢀࡿィ⏬
࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ 6 ᭶Ⅼ࡛ࡢ Metop-B, C ࡢᡴࡕୖࡆண
ᐃᮇࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 2012 ᖺࠊ2016 ᖺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1

2
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⾲ 2.5.1 ASCAT, SeaWinds ࡢᵝ
ࢭࣥࢧྡ

ASCAT

ほ

⣙ 550km2
㸦㛫⣙ 700km ࡢ✵ⓑᇦ㸧 ⣙ 1800km

ᖜ

SeaWinds

ࣅ࣮࣒࿘Ἴᩘ

5.255GHz㸦C-band㸧

13.4GHz㸦Ku-band㸧

㢼࣋ࢡࢺࣝࡢỈᖹ㛫㝸

50, 25, 12.5km ࡞

100, 50, 25, 12.5km ࡞

㢼࣋ࢡࢺࣝࡢᵝ⢭ᗘ㸦ᣓᘼෆ㸸 㢼㏿㸸2m/s㸦4-24m/s㸧

㢼㏿㸸2m/s㸦3-20m/s㸧, 10%㸦20-30m/s㸧

⟬ฟࡉࢀࡿᾏୖ㢼㏿ࡢ⠊ᅖ㸧

㢼ྥ㸸20r

㢼ྥ㸸20r

ᅗ 2.5.1 2008 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥ 12UTC ࡢ⌫ࢧࢡࣝゎᯒ࡛⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᩓィᾏୖ㢼ࠋ(a)㸸⌫ศᕸᅗࠋᶳⰍ㸸
ASCATࠊỈⰍ㸸SeaWindsࠋ(b)㸸ᖹᡂ 20 ᖺྎ㢼➨ 13 ྕ࿘㎶㸦(a)ࡢ㉥ᯟෆ㸧ࡢ ASCAT ᾏୖ㢼ࠋ(c)㸸(b)ྠࡌ㡿
ᇦࡢ SeaWinds ᾏୖ㢼ࠋ㉥▮⩚㸸㞵࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓపရ㉁ࢹ࣮ࢱࠋ⫼ᬒ㸸ᩓィࡢほ ㏆࠸้ࡢ MTSAT-1R
㉥እ⏬ീࠋᶳⰍཬࡧỈⰍࡢ▮⩚ࡣࡑࢀࡒࢀ ASCAT ཬࡧ SeaWinds ᾏୖ㢼ࢆ⾲ࡍࠋ㻌

ᅗ 2.5.2 ᩓィᾏୖ㢼ࣈࡢ㢼ほ ࡢẚ㍑㸦(a), (b)㸸㢼㏿ࠊ(c), (d)㸸㢼ྥ㸧
ࠋ(a), (c)㸸ASCATࠋ(b), (d)㸸SeaWindsࠋ
⦪㍈㸸ᩓィᾏୖ㢼ࠊᶓ㍈㸸ࣈࠋ୧⪅ࡢ㑅ᢥ᮲௳㸸ほ ้࣭㊥㞳ࡢᕪࡀࡑࢀࡒࢀ 60 ศࠊ100km ௨ෆࠋⰍ㸸ࢹ࣮
ࢱᩘࠋ㢼ྥࡢ᳨ドࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢ㢼㏿ࡀ 3m/s ௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓࠋࣈࡢࢹ࣮ࢱࡣ Global Tropical
Moored Buoy Array㸦McPhaden et al. 2009㸧ࡢᯟ⤌࡛⇕ᖏᇦタ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ⏝ࡋࠊ㢼㏿ࡣ Liu and Tang
㸦1996㸧ᚑ࠸୰❧ᡂᒙ࣭㧗ᗘ 10m ࡢ್ኚࡋࡓࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ 2009 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ࡽྠᖺ 10 ᭶ 31 ᪥ࠋᅗࡢୗ
♧ࡋࡓᩘᏐࡣ᳨ドࢹ࣮ࢱᩘ㸦Num㸧
ࠊᩓィ㸫ࣈࡢᖹᆒཬࡧᶆ‽೫ᕪ㸦Bias, Stdv㸧
ࠊ┦㛵ಀᩘ㸦Corr㸧ࢆ⾲ࡍࠋ

㻞㻚㻡㻚㻟㻌 ᩓィᾏୖ㢼䛜⌫ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䜈
䛘䜛䜲䞁䝟䜽䝖㻌

ྥ㸦ᅗ2.5.3 (c), (d)㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊASCAT, SeaWinds
ᾏୖ㢼ࡢO㸫Bᶆ‽೫ᕪࡣࡑࢀࡒࢀ16.91ᗘ14.70
ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㢧ⴭ࡞⣔⤫ㄗᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᅗ2.5.4 (e),(f)࡛ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࡢࣂ
ࢫࢆẚ㍑ࡍࡿࠊ༡ịὒ࡞ࡢᙉ㢼ᖏ࡛ࡣ๓⪅ࡢ
㈇ࣂࢫ㡿ᇦࡀᚋ⪅ࡼࡾࡶᗈ࠸ࡇࡀࢃࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⇕ᖏᇦࡣࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ࣂࢫࡢṇ㈇ࡀ␗࡞
ࡿ㡿ᇦࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᅗ2.5.3 (a), (b)࡛ぢࡓ
㢼㏿ࡢഴྥࡀᫎࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋ᳨ド࡛ࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡽࠊ
GSMࡢ⣔⤫ㄗᕪࡶ⤖ᯝᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ୧⪅ࡢO
㸫B≉ᛶࢆẚ㍑ࡍࡿ㝿ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

䠄㻝䠅㻌 ᩓィᾏୖ㢼䛸➨୍᥎ᐃ್䛸䛾ẚ㍑
ᅗ2.5.3ᅗ2.5.4ࠊASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼
GSMᾏୖ㢼ࡢ➨୍᥎ᐃ್3ࡢẚ㍑⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ᳨
ドᮇ㛫ࡣ2008ᖺ9᭶1᪥ࡽྠᖺ9᭶30᪥ࡋࡓࠋᅗ
2.5.3 (a), (b)࡛ࡣࠊ㢼㏿O㸫B㸦ほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್㸧
ࡢᶆ‽೫ᕪࡣASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼࡛ࡑࢀࡒࢀ
1.20m/s, 1.35m/s࡛࠶ࡾࠊᖹᆒ್ࡶ0m/s㏆࠸ࠋࡓ
ࡔࡋࠊ㢼㏿15m/s௨ୖࡢ㡿ᇦ࡛O㸫Bࡢṇ㈇ࡢഴྥ
╔┠ࡍࡿࠊ๓⪅ࡣ㈇ࠊᚋ⪅ࡣṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢഴྥࡣ୧⪅ࡢ┤᥋ẚ㍑࡛ࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ┬␎㸧ࠋ㢼

࠼ࡤࠊASCAT ᾏୖ㢼ࡢ᳨ドࡣ SeaWinds ᾏୖ㢼
ẚ࡚ከࡃࡢ㝆Ỉᇦࢹ࣮ࢱࡀࢃࢀࠊపẼᅽ࿘㎶࠾ࡅࡿ
㢼㏿ሙࡢሗࡀᚋ⪅ࡼࡾࡶከࡃྵࡲࢀࡿࠋ
4

ほ ้㏆࠸ணሗ್㸦FT3㹼9㸧ࡢࠊほ ᆅⅬࡢ
ḟඖ⥺ᙧෆᤄ್ࠋ⏝࠸ࡓ GSM ࡢỈᖹゎീᗘࡣ⣙ 20kmࠋ

3
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ᅗ 2.5.3 ASCAT, SeaWinds ᾏୖ㢼 GSM ᾏୖ㢼➨୍᥎ᐃ್ࡢẚ㍑ࠋ᳨ドᮇ㛫ࡣ 2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥ࡽྠᖺ 9
᭶ 30 ᪥ࠋⰍࡢぢ᪉࡞ࡣᅗ 2.5.2 ‽ࡌࡿࡀࠊ㢼ྥࡢ᳨ド㢼㏿ 3m/s ᮍ‶ࡢࢹ࣮ࢱࡶ⏝ࡋࡓⅬࡀᅗ 2.5.2 
␗࡞ࡿࠋᅗୗ㒊ࡢࠕBiasࠖࡣࠕほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್ࠖࢆ⾲ࡍࠋ㻌

ᅗ 2.5.4 ᮾす㸫༡ 2 ᗘ᱁Ꮚ㛫㝸࡛ᮇ㛫ᖹᆒࡋࡓᾏୖ㢼㏿ࡢศᕸࠋୖẁࡣ ASCAT ᾏୖ㢼ࠊୗẁࡣ SeaWinds ᾏୖ㢼
ࡢ᳨ド⤖ᯝࠋ(a), (b)㸸ほ ್ࠋ(c), (d)㸸GSM ᾏୖ㢼㏿ࡢ➨୍᥎ᐃ್ࠋ(e), (f)㸸O㸫B㸦ほ ್㸫➨୍᥎ᐃ್㸧
ࠋᅗ 2.5.3
㻌
ྠࡌࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓࠋᅗࡢ୰ࡢᩘᏐࡣ༙⌫㸦NH㸧
ࠊ⇕ᖏᇦ㸦TR㸧
ࠊ༡༙⌫㸦SH㸧࠾ࡅࡿ㡿ᇦᖹᆒ್ࢆ⾲ࡍࠋ

䠄㻞䠅㻌 ⌫ᩘ್ணሗ䝅䝇䝔䝮䜈䛾䜲䞁䝟䜽䝖㻌
ᩓィᾏୖ㢼ࡢ⌫ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᙳ㡪ࢆ
ㄪࡿࡓࡵࠊỈᖹゎീᗘ⣙60kmࡢపゎീᗘGSMࢆ
⏝࠸ࡓ୍᭶㛫ࡢゎᯒணሗᐇ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋᐇ㦂タ
ᐃཬࡧᩓィᾏୖ㢼ࡢྠฎ⌮ࡢタᐃ㸦ኴཎ
࣭ᮧ⏣㸦2007㸧ࡽࡢኚ᭦Ⅼ㸧ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ⾲2.5.2
⾲2.5.3♧ࡍࠋほ ㄗᕪࡣࠊኴཎ࣭ᮧ⏣㸦2007㸧
࡛㆟ㄽࡉࢀࡓࠕほ ᐦᗘᛂࡌࡓࡁࡉࡢㄪᩚࠖࢆ
ᗫṆࡋࠊ㢼ࡢᮾすᡂศUཬࡧ༡ᡂศVࢆ୍ᚊ4m/s
࡛࠼ࡓࠋᅗ2.5.3 (a), (b)ࡢᶆ‽೫ᕪࢆぢࡿࠊᮏ᮶
ࡢほ ㄗᕪࡣ2m/s⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿ5ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㐺⏝ࡣᩓィᾏୖ㢼ࡸ➨୍᥎ᐃ್ࡢ
⣔⤫ㄗᕪࢆ㝖ཤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣂࢫࡢ㝖ཤࡣ
ࢹ࣮ࢱྠࡗ࡚㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᅇࡣ㛤
Ⓨࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊほ ㄗᕪࢆࡁࡃࡍࡿࡇ
࡛ࡇࡢၥ㢟ᑐฎࡍࡿࡇࡋࡓ6ࠋ
 ᅗ2.5.5ࠊASCATᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ᩓ

ィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊᾏ㠃Ẽᅽࡢᖹ
ᆒゎᯒሙࡢᕪࢆ♧ࡍࠋᩓィᾏୖ㢼ྠࡢᙳ㡪ࡣࠊ
ᆅ⾲㏆ࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀ┦ᑐⓗᑡ࡞࠸༡ịὒୖ࡛
ࡁ࠸ࠋࡇࡢഴྥࡣࠊSeaWindsᾏୖ㢼༢⊂ࡸࠊ୧
ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂࡛ࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ┬␎㸧
ࠋ
ᅗ2.5.6ࠊᩓィᾏୖ㢼ྠࡢணሗࡢࣥࣃࢡ
ࢺࢆ♧ࡍࠋᅗࡣᾏ㠃Ẽᅽࡢᑐึᮇ್RMSEᨵၿ⋡࡛
࠶ࡾࠊṇࡢ್ࡣᩓィᾏୖ㢼ࡢྠࡼࡗ࡚ணሗ⢭
ᗘࡀᨵၿࡋࡓࡇࢆ⾲ࡍࠋྛᐇ㦂࡛༡༙⌫ࡢணሗึ
ᮇࢆ୰ᚰᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ୧ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠ
ࡋࡓሙྜASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼ࢆࡑࢀࡒࢀ
༢⊂࡛ྠࡋࡓሙྜ࡛ࠊ⤖ᯝࡣࡁࡃኚࢃࡽ࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ2Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ほ ㄗᕪࢆࡁࡃࡍࡿࡇ࡛ࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀゎ
ᯒ࠼ࡿࣥࣃࢡࢺࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ ྠ୍ᆅⅬྠ୍้ASCAT, SeaWindsᾏୖ㢼
ࡢほ ࡀᚓࡽࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊ㢼ࡀᙉ࠸ሙྜࡢ㢼
㏿ࡢ≉ᛶࡀ୧⪅࡛␗࡞ࡿࡓࡵࠊᏳᐃࡋࡓゎᯒሙ
ࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋྛ⾨ᫍࡢ㏻㐣้ࡀ㏆ࡃ࡞
ࡿ㧗⦋ᗘᇦ㸦࠼ࡤ༡ịὒ㸧ࠊࡇࡢᙳ㡪ࡣ
ࡁࡃ࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

⡆༢࡞᥎ᐃࡣ O㸫B ࡢᶆ‽೫ᕪࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
㢼㏿ 15m/s ௨ୖࡢ ASCAT ᾏୖ㢼ࡣࠊO㸫B ㈇ࣂࢫ
ࡢゎᯒࡢᙳ㡪ࡀ↓ど࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵྠࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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」ᩘࢭࣥࢧࡢࢹ࣮ࢱྠ࡛ࡁ࡞ᨵၿࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
పゎീᗘGSM࡛ࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ୰❧ࡢ⤖ᯝࢆᚓ
ࡓࡇࡽࠊ⌧ᴗGSMྠࡌタᐃࢆ⏝࠸ࡓヨ㦂ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢᐇ㦂ࡣDMSP-F16ᦚ㍕ࡉࢀࡓ
SSMISࢧ࢘ࣥࢹࣥࢢࢳࣕࣥࢿࣝࡢ᪂つ⏝ྠ
ᐇࡋࡓ㸦ỤἙ࣭ィ┒ 2009㸧ࠋ⤖ᯝࡣࠊゎᯒሙ
ࡢኚഴྥࡣపゎീᗘGSMྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ணሗࢫࢥࡢ୍㒊㸦༡༙⌫୰㧗⦋ᗘࡢ㧗ᗘሙ㸧
ᨵᝏഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᩓィᾏୖ㢼㛫ࡢ
⣔⤫ㄗᕪࡀゎᯒሙ࠼ࡿᝏᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡀࠊ㧗ゎ
ീᗘࣔࢹ࡛ࣝࡣ㢧ⴭ࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ2007ᖺ༙ࡤࡽ2009ᖺึ㢌
ࡅ࡚ࡣࠊQuikSCAT⾨ᫍࡢ㐠⏝⤊ࡼࡿணሗ
⢭ᗘపୗࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀࡁ࡞㛤Ⓨㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡓࡵᅇࡣࠊ⡆༢࡞ᥐ⨨࡛㧗ゎീᗘGSMࡢ
ணሗࢫࢥᨵᝏࢆᢚ࠼࡚ࠊASCATᾏୖ㢼ࡢ᪩ᮇ⌧ᴗ
ࢆඃඛࡍࡿࡇࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊணሗࢫࢥ
ࡢᨵᝏࡀぢࡽࢀࡓ༡⦋30ᗘ௨༡ࡢほ ㄗᕪࢆU, V

⏝ࡋࡓࣔࢹࣝ
ゎᯒᮇ㛫
ணሗ᳨࣭ドᮇ㛫
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡢタᐃ
ࢸࢫࢺᐇ㦂ࡢタᐃ

ࡶ୍ᚊ6m/sㄪᩚࡋ࡚ࠊᩓィᾏୖ㢼ࡢྠࡢ
ࣥࣃࢡࢺࢆᙅࡵࡓࠋࡇࡢタᐃࡢᐇ㦂࡛୰❧ࡢ⤖ᯝࢆ
ᚓࡓࡇࡽࠊ2009ᖺ7᭶28᪥ASCATᾏୖ㢼
SSMISࢧ࢘ࣥࢹࣥࢢࢳࣕࣥࢿࣝࡢ⌫ゎᯒ࠾
ࡅࡿ⌧ᴗ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

ᅗ 2.5.5 ASCAT ᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ᩓィᾏ
ୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊᾏ㠃Ẽᅽࡢᖹᆒ
ゎᯒሙࡢᕪࠋᮇ㛫ࡣ 2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥ 00UTC ࡽ
ྠᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ 18UTCࠋ㻌

⾲ 2.5.2 ᩓィᾏୖ㢼ྠᐇ㦂ࡢタᐃ
⌫ᩘ್ணሗࢩࢫࢸ࣒㸦Ỉᖹゎീᗘ⣙ 60km㸧
2008 ᖺ 8 ᭶ 20 ᪥㸫10 ᭶ 9 ᪥㸦00, 06, 12, 18UTC㸧
2008 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥㸫9 ᭶ 30 ᪥㸦12UTC ึᮇ್ࡢࡳ㸧
ᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸
㸦1㸧SeaWinds ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ㸦2㸧ASCAT ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ
㸦3㸧ASCAT  SeaWinds ᾏୖ㢼ࢆྠ

⾲ 2.5.3 ᩓィᾏୖ㢼ྠฎ⌮ࡢタᐃ㛵ࡍࡿኴཎ࣭ᮧ⏣㸦2007㸧ࡽࡢኚ᭦Ⅼ
᪂ᡭἲ
ᪧᡭἲ
ほ ㄗᕪ㸦U,V㸧
୍ᚊ 4m/s
㸦SeaWinds ࡢࡳ㢼㏿ 15m/s ௨ୖࢆ 6m/s㸧
ほ ᐦᗘᛂࡌࡓㄪᩚ㸦2㸫10m/s㸧
ほ ࢹ࣮ࢱࡢ
㉥㐨ୖ࡛ 1 ᗘ㛫㝸ࡢ᱁Ꮚࢆ⌫㓄⨨ࡋࠊ
4 ほ ẖ㸦100km 㛫㝸㸧ࡢ
Ỉᖹ㛫ᘬࡁᡭἲ
ࡑࡢ୰ࡽⰋရ㉁ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡍࡿ BOX 㛫ᘬࡁ
ᶵᲔⓗ࡞㛫ᘬࡁ
ᾏịᇦࡢ
ุᐃ᪉ἲ

ᾏὒẼ㇟ሗᐊసᡂࡢᾏ㠃Ỉ
ࡲࡓࡣᾏịᐦ᥋ᗘ 0.01 ௨ୖ

1Υ௨ୗ

ᾏ㠃Ỉ -1.65Υ௨ୗ
ࡲࡓࡣᾏịᐦ᥋ᗘ 0.55 ௨ୖ

ᅗ 2.5.6 ᩓィᾏୖ㢼ྠࡼࡿᾏ㠃Ẽᅽࡢᑐึᮇ್ RMSE ᨵၿ⋡ࠋᕥࡽ༙⌫ࠊ⇕ᖏᇦࠊ༡༙⌫ࡢ⤖ᯝࠋ⦪㍈ࠊ
ᶓ㍈ࡣࡑࢀࡒࢀᨵၿ⋡ࠊணሗ㛫ࢆ⾲ࡍࠋᨵၿ⋡ࡣࠊᩓィᾏୖ㢼ࢆྠࡋ࡞࠸ᐇ㦂ࠊྠࡋࡓᐇ㦂ࡢᑐึᮇ್
RMSE ࢆࡑࢀࡒࢀ CNTL, TEST ࡋࡓሙྜࠊ
㸦CNTL㸫TEST㸧/ CNTL ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋṇࡢ್ࡣࠊᩓィᾏୖ
㢼ࡢྠࡼࡗ࡚ணሗ⢭ᗘࡀᨵၿࡉࢀࡓࡇࢆ⾲ࡍࠋ㟷ࠊ㉥ࠊ⥳ࡢྛ⥺ࡣࡑࢀࡒࢀ SeaWinds ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊ
ASCAT ᾏୖ㢼ࡢࡳྠࠊSeaWinds  ASCAT ᾏୖ㢼ࢆྠࡋࡓᐇ㦂ࢆ⾲ࡋࠊࢢࣛࣇୖࡢ༳ࡣ TEST  CNTL
ࡢᕪࡀ⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍ㸦ಙ㢗༊㛫 95%㸧ࠋ㻌
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㻞㻚㻡㻚㻠㻌 䜎䛸䜑䛸ᚋ䛾ㄢ㢟
⌫ゎᯒ࠾࠸࡚ࠊMetop-A⾨ᫍᦚ㍕ࡢ࣐ࢡࣟ
ἼᩓィASCATࡽᚓࡽࢀࡿᾏୖ㢼࣋ࢡࢺࣝࡢ
⏝ࢆ2009ᖺ7᭶28᪥㛤ጞࡋࡓࠋQuikSCAT⾨ᫍࡀ
2009ᖺ11᭶23᪥㐠⏝Ṇ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ
ASCATࡢ᪩ᮇ⏝㛤ጞ୍ᐃࡢពࡣ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⌧ᅾࡢྠฎ⌮ࡢタᐃࡣ㢼㏿ࡢࣂࢫ⿵ṇࠊ
ရ㉁⟶⌮㸦ᾏịᇦࡢุᐃࡸ㢼㏿ࡢ㜈್㸧
ࠊほ ㄗᕪࡢ
 ࡁࡉ࡞ ࡢ ぢ┤ࡍ ࡁ Ⅼࡀᩘ ከࡃ Ꮡᅾࡍ ࡿࠋ
ASCATࡀMetop-B, C⾨ᫍࡶᦚ㍕ࡉࢀࡿࡇࢆ⪃
࠼ࡿࠊ㢼ࡀᙉ࠸ሙྜࡢ㢼㏿O㸫Bࡢ㈇ࣂࢫၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀࠊASCATᾏୖ㢼ࢆࡼࡾ᭷ຠ⏝
ࡍࡿୖ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋゎỴ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ
㢼㏿ࣂࢫ⿵ṇࡢᑟධࡸᾏୖ㢼ࡢ⊂⮬⟬ฟ࡞ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁ௨እ࡛ࡣࠊ⡿ᅜ
ᾏὒẼᗇ㸦NOAA㸧࡛ASCATᾏୖ㢼⟬ฟࡢ㛤Ⓨࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲẼ㇟ᒁࡀASCAT
ᾏୖ㢼ࡢ⟬ฟࡗ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ㛵ᩘࢆᨵⰋࡍࡿࡇ
࡛ࠊ㢼㏿ࡢ㈇ࣂࢫࢆ⦆ࡍࡿࡇᡂຌࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Soisuvarn et al. 2010㸧ࠋᙜࢹ࣮ࢱࡀ⏝ྍ⬟
࡞ࡾḟ➨ࠊရ㉁ㄪᰝࡸほ ࢩࢫࢸ࣒ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚
⌧ᴗ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏ⠇࡛ࡣゐࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ࣓ࢯゎᯒ࠾ࡅ
ࡿASCATࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࡶ㔜せ࡞㛤Ⓨㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ≉ࠊ㞵ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ASCATࡢᛶ㉁ࡣࠊ
㢧ⴭ⌧㇟Ⓨᒎࡍࡿ๓ࡢ᭷ຠ࡞ሗࢆࡽ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ᪩ᮇࡢ⌧ᴗ⏝ࢆ┠
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2.6 全球解析における台風ボーガスの改良1
2.6.1 はじめに
気象庁では、台風周辺における初期値の精度向上
を目的として、台風ボーガスを作成・利用している
（大野木 1997）。4次元変分法の導入に伴い、メソ
解析では2003年から、全球速報解析では2005年から、
全球サイクル解析では2007年から、擬似観測型台風
ボーガスという手法を採用している（小泉 2003;
新堀 2005; 西嶋・室井 2006; 美濃 2007）。2009
年3月には、初期値における台風中心位置の精度向
上と進路予報精度の向上を目的とし、ボーガスデー
タの水平配置を変更した（髙坂 2009）。
本節では、2009年3月の変更後に明らかになった
問題点への対処と、さらなる進路予報精度の向上を
目指して行った改良について報告する。

の中心に近い50kmの地点のボーガスデータが空間
変化率の大きなD値を持ち、図2.6.1と類似した現象
が起きたものと考えられる5。上層の風についても同
様の解析インクリメントが生じ、過度に強い非対称
成分を持つ初期値となっている（図略）
。
過度に非対称な初期値から予報を開始すると、台
風は最初にそれを解消するための移動をする。この
例では、予報初期においてGSMの進路予報はベスト
トラックと反対方向になった（図2.6.3）。さらに悪
い時には、予報が進むにつれて誤差がさらに拡大し、
前初期時刻と全く異なる進路を示す場合もあった。
このような現象が繰り返し起こり、いわゆる初期値
変わりの原因になったと考えられる。
以上のような調査を経て、2009年10月に、中心か
ら50kmの地点のボーガスデータを除く変更を行っ
た。この変更以降、同様の問題は発生していない。

2.6.3 台風ボーガスの役割
今後の議論のために、台風ボーガスの役割を整理
しておく。
GSMによる台風予報が最も重視するのは進路予
報の精度である。そのために台風ボーガスが果たす
べき役割は、次の３つにまとめられる。
１．初期値における台風の中心位置の修正
２．初期値における強度（中心気圧や風速）の修正
３．初期値（及び第一推定値）の台風がシャープな
構造になることを防ぐ
一般に、誤差は予報が進むにつれて拡大する。第
一推定値における台風が観測された位置から大き
くずれているとき、それを修正するだけの観測デー
タがなければ、それはほとんどそのまま初期値とな
る。台風の位置がずれている初期値からの予報には、
あまり良い精度は期待できない。また、実際に台風
が存在しているにもかかわらず、モデルの初期値に
ある程度の強さの擾乱が表現されていないのは問
題である。このような問題を解決することが台風ボ
ーガスに求められる。これらは上記の１と２に当た
る。
３のシャープな構造とは、気象場の空間変化率が
大きいということである。前項で述べたとおり、D
値が全球解析で解像できないほど細かな構造を持
つと、初期値に大きな誤差が生じるおそれがある。
これを避けるためには、ボーガスデータと第一推定
値のどちらもシャープすぎる構造を持たないよう
にしなければならない。どの程度なだらかにすべき
かは自明でないが、現在は、台風ボーガスが表現す

2.6.2 2009年3月の変更の問題点
2009年の台風シーズンに、GSMの台風進路予報
が初期時刻によって大きく異なる例が見られた。調
査の結果、2009年3月の変更時に台風中心から50km
の地点に追加したボーガスデータが原因と判明し
た。
中心から50kmの位置にボーガスデータを追加し
た目的は、初期値における台風中心位置の誤差を
50km程度よりも小さくすることであった。しかし、
現在の全球解析が想定する解析インクリメント2の
水平構造3に対し、多くの場合、台風の中心付近での
D値4の空間変動スケールは小さい。これは、台風の
中心付近では気象場がシャープな構造を持つこと
に加え、一般に第一推定値の台風中心が観測された
中心位置と一致しないためである。このような空間
変動スケールの小さな（すなわち空間的に急激に変
化する）D値に対して低分解能での解析を行うと、
解像度が不足することによる誤差が大きくなる（こ
れは、一次元の簡単な計算でも確認できる。図2.6.1
を参照）。
図 2.6.2は 2009 年 台 風 第14 号 の 例 で、 9月 15日
00UTCの解析における第一推定値と初期値の海面
気圧である。初期値での台風中心位置は第一推定値
からほとんど修正されていない一方で、中心に対す
る強い非対称成分が生じていることが分かる。台風
1

岡垣 晶
観測データによる第一推定値の修正量。
3 GSMの水平解像度はTL959（格子間隔約20km）である
が、全球解析で用いているインナーモデルはT159（同約
80km）である（門脇(2009)など）
。さらに、インクリメン
ト構造は、データ同化システムに設定されている背景誤差
の空間相関にも強く影響を受ける。
4 観測値
（ここではボーガスデータ）と第一推定値との差。
2

5

同様の現象は実際の観測データでも起こりうる。ただし、
台風ボーガスは観測データと異なり品質管理(Quality
Control)を免除して同化しているため、このような現象を
引き起こしやすい。
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る気圧分布の変動スケール（髙坂 2009、式(3.3.1)
のR0）がインナーモデルの格子間隔よりも小さくな
らないよう調整し、そのボーガスデータを同化する
ことで、初期値（と次の解析時刻の第一推定値）も
なだらかになることを期待している。なお３の役割
から、台風ボーガスは観測データの単なる代替では
ないことに注意が必要である。

節を行っている。このような観測データとのフィッ
ティングは、台風ボーガスを用いて作成した初期値
の気圧分布が観測値と大きく異なる例が見られた
ため、その対策として導入された（大野木・上野
1992）。
2008年以降、ボーガスデータの中心気圧が不自然
に変動する事例が何度か見られた。図2.6.4の黄の両
矢印の期間は、2009年台風第20号の際の例である。
調査の結果、上記フィッティングによってボーガス
データに過度の補正がなされ、中心気圧が変動して
いたことが分かった。具体的には、上記フィッティ
ングの中の「観測値との予備的整合」（大野木・上
野 1992）という処理において、インナーモデルが
高解像度であるほど、ボーガスデータの中心気圧が
観測データに敏感になることが判明した。時代を経
て全球解析の格子間隔が狭くなり、特に2007年11
月の全球モデルの高解像度化以降、この問題が顕在
化したと考えられる。

2.6.4 問題点
前項で述べた役割を踏まえた上で、台風ボーガス
の仕様の問題点と改良の方向性を考察する。
(1) ボーガスデータの過度な投入による進路予報精
度への悪影響
近年、衛星による観測データ数の増加、データ同
化手法の高度化などにより、第一推定値の精度は著
しく向上している。一方ボーガスデータは、衛星画
像等から解析された中心位置・中心気圧等から経験
式に基づいて海面気圧及び風の3次元分布を導出し
たものであり、この導出に伴う不確定性は小さくな
い。このような状況にあっては、いかに台風近傍で
観測データが少ないとは言え、ボーガスデータの誤
差の方が第一推定値の誤差より大きいケースも充
分起こりうる。
実際、髙坂(2009)は、ボーガスデータは台風中心
から遠いほど精度が低いという考えのもと、中心か
ら離れたボーガスデータ数を減らした実験を行い、
進路予報誤差が減少することを示した。これは、ボ
ーガスデータの間引きによって初期値に含まれる
誤差が減った効果と考えられる。

(4) 台風周辺にゾンデ観測が多数存在する時はボー
ガスデータを投入しない設定
台風周辺に14点以上のゾンデ観測がある場合は、
ボーガスデータを投入しない設定としている（新堀
2005）。しかし前項で述べたとおり、台風ボーガス
は観測データの単なる代替ではない。例えば第一推
定値が現実の台風と近い構造を持っていても、イン
ナーモデルの解像度を考慮して、あえてなだらかな
構造に修正するというケースもあり得る。すなわち、
実観測データの多寡のみでボーガス投入の要否を
決めることはできない。

(2) シャープな構造を防げない時がある
図2.6.4は、2009年台風第20号の際の、観測され
た中心気圧、ボーガスデータの中心気圧、全球解析
の中心気圧の時系列である。紫の両矢印の期間、ボ
ーガスデータの中心気圧は980hPa前後で推移して
いるにも関わらず、GSM初期値は975~960hPa程度
で推移している。観測された中心位置へ投入される
ボーガスデータは、インナーモデルの解像度を考慮
して観測よりも高い中心気圧で作成されているが、
初期値に十分反映されていない。
観測された中心位置に投入されるボーガスデー
タには、第一推定値の中心気圧を修正しシャープな
構造を防ぐ役割が期待される。しかし、ボーガスデ
ータのD値は第一推定値の中心位置と観測された中
心位置との距離に強く依存するため、常に意図する
ようなインクリメントを得ることは難しい。

2.6.5 台風ボーガスの改良と実験結果
前項で述べた問題点を踏まえ、以下の点について
台風ボーガスを変更し、実験を行った。
(1)ボーガスデータ数の水平間引き
前項(1)で述べた問題点への対策として、ボーガス
データが初期値に与える誤差を減らすため、ボーガ
スデータ数を必要最小限にするような仕様を考え
る。
台風の強度とシャープさは、台風の中心付近での
値で特徴づけられる。また、第一推定値の台風中心
から遠く離れた地点へ投入したボーガスデータが、
中心位置の修正に寄与する程度は小さいと考えら
れる。これらのことから、台風ボーガスの配置を中
心付近のみに限定し（図2.6.5）、第一推定値の位置
ずれが大きい場合のみ、位置を修正するために、第
一推定値の台風中心の外側まで投入することとす
る。

(3) 観測データとのフィッティングによるボーガスデー
タの不自然な変動
台風ボーガスの海面気圧分布作成においては、地
表の観測データがあればそれへ近づけるような調
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2.6.6 まとめと今後の課題
全球解析の特性を考慮した上で台風ボーガスの
役割を再整理し、台風ボーガスを変更した実験を行
った。実験の結果、進路予報の明確な改善とともに、
初期値やボーガス中心気圧の不自然な変動が無く
なることも確認された。この変更は2010年4月に現
業化された。
気象庁における台風ボーガスの開発は、第一推定
値への埋め込みから擬似観測型に移行した後、デー
タ数を減らす方向で変更が行われ、進路予報が改善
してきている。今後も、気象庁における台風ボーガ
スの開発の方向性は「必要最小限」にすることだろ
う。例えば第一推定値の状況によっては、ボーガス
データを全く投入しない方が良い場合もありえる。
また、観測データの増加やGSMの変更等によって第
一推定値の特性が変われば、必要最小限の程度も変
わる。常に適切な台風ボーガスのあり方を検討し続
ける必要がある。
一方で、少ないながらもボーガスデータを使う以
上は、今回のような設定の変更のみならず、台風ボ
ーガスが表現する台風構造自体の改善も重要な課
題である。

(2) 第一推定値の台風中心位置へボーガスデータを
追加
第一推定値の台風中心は、第一推定値の台風強度
をよく代表していると考えられる。この地点へボー
ガスデータを追加することで、常に第一推定値の台
風構造がボーガスデータによる修正を受けること
が保証され、初期値の台風構造をなだらかにする機
能が働くと期待できる。
(3) 観測データとのフィッティングを廃止
観測データとのフィッティングは、前項(3)で述べ
たような不自然な変動の原因となる。また、現在の
解析手法では、ボーガスデータと同時に他の観測デ
ータも同化されるため、ボーガスの気圧分布を観測
データにフィッティングさせる必要性は少ない。図
2.6.5のようにボーガスデータ数を大幅に間引けば
なおさらである。以上から、観測データとのフィッ
ティングは全て廃止する。
(4) 台風周辺にゾンデ観測が多数存在する時はボー
ガスデータを投入しない設定を廃止
前項(4)で述べたことから、この設定は廃止する。
以上の変更を加えた台風ボーガスを用いて、2009
年台風第16~20号を対象とした実験を行った。実験
期間は2009年9月25日~10月25日とし、解析・予報
ともにルーチンと同じ00,06,12,18UTCで実行した。
以下では、変更前の台風ボーガスを使った実験をコ
ントロール、変更後の台風ボーガスを使った実験を
テストと呼ぶ。
図2.6.6に、実験期間を通した進路予報誤差の比較
を示す。テストの誤差は全ての予報時間でコントロ
ールを下回っている。これは主に(1)のボーガスデー
タを減らした効果と考えられる。予報初期において
も誤差が減少しているのは、(2)に述べた第一推定値
の中心に追加したボーガスデータによって、第一推
定値と初期値の台風が、全球解析が想定する程度の
構造に保たれていることも寄与していると考えら
れる。
図2.6.7は、図2.6.4と同様の時系列をテストについ
て描いたものである。全球解析の中心気圧、台風ボ
ーガス中心気圧とも、意図しない変動は無くなって
いる。
図2.6.8に、予報時間別に描いた中心気圧の変化傾
向の散布図を示す。コントロール・テスト共に、左
上のプロットが多く、右下のプロットは少ない。こ
のことから、実際には減衰傾向の場合、予報では見
逃しが多く空振りが少ないことが分かる。この傾向
を含め、全般にコントロールとテストとの間に大き
な違いは見られない。
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図2.6.1 低分解能の解析インクリメントによって初期値に生じる誤差の概念図。左図の赤線は第一推定値に表現さ
れている台風、黒線は真の台風に相当し、横軸は水平座標、縦軸は気圧の値を表す。ここでの台風の半径は約600km
である。中図は、黒線が第一推定値の台風を真の位置に修正するために必要なインクリメント、赤線は波長200km
までで表現できるインクリメント。赤線は黒線を波数切断して描いている。右図は、黒線が真の台風、赤線が波
長200kmまでで表現できるインクリメントを第一推定値に足したもので、初期値に相当する。初期値における台
風中心は第一推定値からほとんど修正されていない一方で、中心付近に強い非対称性が生じることが分かる。

図2.6.2 2009年9月15日00UTCの、台風第14号周辺における第一推定値（左図）
、初期値（右図）の海面気圧の等値線
(hPa)。丸点はこのときの台風ボーガスの配置で、色と数字はボーガスデータ（海面気圧）のD値を表す。

図2.6.4 2009年台風第20号の観測された中心気圧
（青）、ルーチンの台風ボーガス中心気圧（赤）
、
ルーチンの全球解析中心気圧の時系列（緑）
。
図2.6.3 図2.6.2を初期値とするGSMの進路予報（ピン
ク線）とベストトラック（黒線）
。予報初期でGSMは
東に、ベストトラックは西に進んでいる。
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図2.6.5 変更前後の台風ボーガスデータの分布。左が変更前、右が変更後。赤の矢羽根が風データ、ピンク
の星印が海面気圧データ。水平方向の軸は緯度・経度で１目盛が２°、高さ方向の軸は気圧座標を表す。
2009年10月4日06UTCの台風第18号に適用した例。右図で中心付近に星印が２つあるのは、観測された中
心位置と第一推定値の台風中心とに海面気圧データが投入されることによる。

図2.6.7

図2.6.4と同様。ただしテストの結果。

図2.6.6 予報時間別に平均した台風進路予報の誤差。緑線がコ
ントロール、赤線がテスト。2009年台風第16~20号が対象。

図2.6.8 予報時間別の中心気圧予報の変化傾向（初期値－各予報時刻の値）の散布図。上段がコントロール、下
段がテスト。左からFT=0,24,48,72。各グラフの横軸はベストトラックの気圧変化、縦軸はGSMの気圧変化で、
いずれも正の値が発達（中心気圧が下降）
、負の値が減衰（同上昇）
。中心気圧の変化が完璧に予報されていれば、
斜線上にプロットされる。
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ࢀࡣࠊࢫࢣ࣮ࣝࡢᑠࡉ࡞ᑐὶ㞼࡛ࡣΰྜ⋡ࡀࡼࡾ
ࡁ࠸࠸࠺ほ ࡽࡢ▱ぢࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

䝹䞊䝏䞁䛾 KF 䝇䜻䞊䝮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ΰྜ⋡ኚ᭦ KF 䝇䜻䞊䝮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ỉᖹ᱁Ꮚ㛫㝸 1km 䛾㠀㟼ຊᏛ䝰䝕䝹
䜢⏝䛔䛯 MSM
䜢⏝䛔䛯 MSM
䠄✚㞼ᑐὶ䝟䝷䝯䝍䝸䝊䞊䝅䝵䞁↓䛧䠅

[K/s]
ᅗ 2.7.1 ᱵ㞵ᮇ༡すᾏୖࡽᬮ‵Ẽࡀὶධࡋࠊᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࡀ⏕ࡌࡿ
࡛ࡢຍ⇕⋡(K/s)ࡢ๓ 1 㛫ᖹᆒࡢ㖄┤᩿㠃㸦2009 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥ 15UTC ึᮇ್
ࡢ FT=6 ࡢ⤖ᯝ㸧
ࠋ᩿㠃ࡣᮾࢩࢼᾏࡽᕞࡅ࡚ୗᒙࡢ㢼ྥἢࡗࡓྥࡁࡗ
࡚࠸ࡿ㸦ྑᆅᅗୖࡢ⥺ศ㸧
ࠋᕥ➃ࡽ㡰࣮ࣝࢳࣥࡢ KF ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝࠸ࡓ MSMࠊ
ΰྜ⋡ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓ KF ࢫ࣮࣒࢟ࢆ⏝࠸ࡓ MSMࠊ✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆࢃ࡞࠸Ỉᖹ᱁Ꮚ㛫㝸 1km ࡢ㠀㟼ຊᏛࣔࢹࣝ㸦ᩘ್ᣑᩓࡢタᐃࡣ LFM ྠࡌ㸧
ࡢ⤖ᯝࠋ◚⥺ࡣ㧗ᗘ 5km ࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࠋᴃ࡛♧ࡋࡓᑐὶࡀᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞
㝆Ỉ┦ᙜ㸦್ࡣ࣮࢝ࣛࣂ࣮ࡢ⠊ᅖእࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢὀ┠ࡍࡿ㸧
ࠋ
࡞࠾ MSM ࡢຍ⇕⋡ࡣ KF ࢫ࣮࣒࢟㞼≀⌮㐣⛬᪉ࡢᐤࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋ


ᡂ⏣ṇᕭ㸦ᩘ್ணሗㄢ㸭ⱥᅜẼ㇟ᒁ࣓ࢯẼ㇟ඹྠࢭࣥ
ࢱ࣮ ࠊ᳃Ᏻ⪽Ⴙ
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 ᅗ2.7.1ᅇࡢኚ᭦ࢆࡋࡓᐇ㦂࠾ࡅࡿࠊ‵₶
㐣⛬ࡼࡿຍ⇕⋡ࡢ㖄┤ศᕸࡢᆺࢆᣲࡆࠊኚ᭦
๓ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍࠋᅗ୰ᴃ࡛♧ࡋࡓᑐὶక࠺ຍ
⇕ࡀࠊ࣮ࣝࢳࣥMSM࡛ࡣ῝࠸ᑐὶࢆసࡾฟࡋ࡚㐣
࡞㝆Ỉ࡞ࡾࠊᆅᙧἢࡗࡓ㝆Ỉࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊΰྜ⋡ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓࡶࡢࡣᑐὶࡀ
పࡃᢚ࠼ࡽࢀ࡚ࠊຍ⇕ࡢ༟㉺㧗ᗘ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊỈ
ᖹ᱁Ꮚ㛫㝸1km࡛✚㞼ᑐὶࣃ࣓ࣛࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㠀㟼ຊᏛࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝࡼࡾ㏆
࠸ศᕸ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿỈẼࡢ㖄┤ΰྜ㸦ຍ
⇕࣭ຍ‵㸧ࡀࡼࡾప࠸㧗ᗘᢚ࠼ࡽࢀࡿࡇࡣࠊ
Ẽୗᒙࡼࡃ㖄┤ΰྜࡉࢀࡓ‵ࡗࡓᒙࢆᙧᡂࡋࠊ
Ẽୖᒙࡲ࡛ࡢᡂᒙࡢᏳᐃࡀ⾜ࢃࢀࡃࡃ࡞ࡿࡇ
ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡇࡢࡇࡀຊᏛ㐣⛬㞼≀⌮㐣⛬
ࡼࡿ᱁Ꮚࢫࢣ࣮࡛ࣝ⾲⌧࡛ࡁࡿᑐὶ㞼ࡢⓎ⏕࣭Ⓨ㐩
㐺ࡋࡓሙࢆసࡾࡔࡋࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᑐὶ㞼࡛ᵓᡂࡉ
ࢀࡿ⥺≧㝆Ỉᖏ࡞ࡢ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢ⾲⌧ࡢྥୖ
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

⾲ 2.7.1 ゎᯒணሗࢧࢡࣝᐇ㦂ࡼࡿヨ㦂ࡢᮇ㛫

ኟᐇ㦂

ᐇ㦂

ᮅ㩭༙ᓥ༡ᓊࡽ୰ᅜᆅ᪉ࡾࠊᕞ㏆ࡣ
す༡すࡽᬮ‵Ẽࡀὶධࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋCNTL࡛ࡣ
ᕞすᓊࡸᒣᆅἢࡗࡓ20~50mm/3h㸦ᶳ㸧ࡢࠊほ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸⮬↛࡞㝆Ỉᇦࡀ┠❧ࡘࠋࡇࢀ
ᑐࡋ࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡢኚ᭦ࢆࡋࡓTEST࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㝆Ỉࢆ㝖ཤࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
CNTLẚ㍑ࡋ࡚࡞ࡾᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ୰ᅜ
ᆅ᪉ࡢ⥺≧㝆Ỉᖏࡢᙧ≧ࢆࡼࡃ⌧ࡋࠊᕞࡽᅄ
ᅜࡢࡧࡿ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍㒊ࡶ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
CNTL࡛ࡣ༑ศࡔࡗࡓ㝆Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂࡘ࠸
࡚ᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊTEST࡛ࡣKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿᡂᒙࡢᏳᐃ
స⏝ࡀCNTLẚ࡚┦ᑐⓗᙅࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊ
㞼≀⌮㐣⛬ࡼࡿᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗ㢖ᗘࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣ≉Ᏻᐃ㝆Ỉࡸᱵ㞵ࡢணሗᚋ༙
㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ2.7.3୍ࢆ♧ࡍ㸧
ࠋࡲࡓKFࢫ࢟
࣮࣒ࡢຠᯝࢆ┦ᑐⓗᙅࡵࡓࡇࡣࠊKFࢫ࣮࢟
࣒ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ5mm/3h௨ୗࡢᙅ࠸㝆Ỉࡢῶᑡഴྥ
ࡶ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2.7.4㸧ࠋྎ㢼㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ㝆Ỉᙉᗘࡀࡸࡸᙉࡃ࡞ࡿࡣࠊ㐍㊰ࡸ㝆Ỉศᕸ
࡞ࠊయࡢணሗࡋ࡚ࡣࢇኚࡀ࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡶࠊᏘࡣ㝆Ỉᑐࡋ࡚KFࢫ࣮࣒࢟
ࡢᐤࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡓ
ࡔࡋᏘࡣ㝆Ỉᙉᗘࡢࡁ࠸ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊഹ
࡞㐪࠸ࡀࢫࢥᙳ㡪ࡋࡓ㸦➨2.7.4㡯㸧ࠋ

㻞㻚㻣㻚㻟㻌 ゎᯒணሗ䝃䜲䜽䝹ᐇ㦂䛻䜘䜛ヨ㦂㻌
ヨ㦂ࡣ⾲2.7.1♧ࡍᮇ㛫ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋኟࡑ
ࢀࡒࢀ⣙1ࣨ᭶ࡎࡘ࡛࠶ࡾࠊኟᏘࡣ≉ᚩⓗ࡞ู
3ᮇ㛫ศࡅ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ẚ㍑ᑐ㇟࡞ࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡣ2009ᖺ10᭶
⌧ᅾࡢ࣮ࣝࢳࣥMSMࡼࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ୖグᐇ㦂ᮇ㛫ᙜࡢ࣮ࣝࢳࣥMSMࡣタᐃࠊணሗ
⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࠋ࡞㐪࠸ࡋ࡚ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂
ࡣᆅୖGPSྍ㝆Ỉ㔞ࡢྠࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ
㦂ࡣ03,09,15,21UTCࢆึᮇ್ࡍࡿ33㛫ணሗࡢ
ࡳ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᮏヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆTESTࠊࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆCNTL⾲グࡋࠊኟࡑࢀࡒ
ࢀࡢᐇ㦂ࢆኟᐇ㦂ࠊᐇ㦂⛠ࡍࡿࠋࡲࡓኟᐇ㦂
ࡢࡉࡽศࡉࢀࡓᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳᐃ㝆Ỉ
࣭ᱵ㞵࣭ྎ㢼⾲ࡍࠋ
ᅗ2.7.2KFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛
࡞㝆Ỉࡢᨵၿࡢᆺࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࡁᱵ㞵๓⥺ࡣ
ゎᯒ㞵㔞㻌

2008 ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥㹼2008 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥
㸦10 ᪥㛫㸸Ᏻᐃ㝆Ỉ㸧
2009 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥㹼2009 ᖺ 7 ᭶ 26 ᪥
㸦20 ᪥㛫㸸ᱵ㞵㸧
2009 ᖺ 10 ᭶ 5 ᪥㹼2009 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥
㸦4 ᪥㛫㸸ྎ㢼㸦➨ 18 ྕ㸧㸧
2008 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥㹼2009 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥
㸦30 ᪥㛫㸧

CNTL

TEST

ᅗ 2.7.2 ᆅᙧἢࡗࡓ㝆Ỉࡢᨵၿࡢᆺࠋ2009 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 15UTC ึᮇ್ࡢ FT=12 㸦20 ᪥ 03UTC㸧ࡢணሗ⤖
ᯝࠋᕥࡽゎᯒ㞵㔞ࠊCNTLࠊTEST ࡢ๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋ
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ゎᯒ㞵㔞㻌

CNTL

TEST

ᅗ 2.7.3 㝆Ỉᖏࡀ㐣ᗘᙉࡉࢀࡓࠋ2009 ᖺ 7 ᭶ 16 ᪥ 09UTC ึᮇ್ࡢ FT=27 㸦17 ᪥ 12UTC㸧ࡢணሗ⤖ᯝࠋ
ᕥࡽゎᯒ㞵㔞ࠊCNTLࠊTEST ࡢ๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋ

㻞㻚㻣㻚㻠㻌 ⤫ィ᳨ド㻌
ࡇࡇ࡛ࡣྛ✀ࡢ⤫ィ᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ⏝࠸ࡓᣦ
ᶆࡘ࠸࡚ࡣᕳᮎ㘓ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
㻔㻝㻕 㝆Ỉ᳨ド㻌
ᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ࢚ࢡࢱࣈࣝࢫࣞࢵࢺࢫࢥ
㸦ETS㸧ࣂࢫࢫࢥ㸦BI㸧ࢆᅗ2.7.5♧ࡍࠋ
᳨ド᱁Ꮚࡣ20kmࠊ๓3㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࡢ᳨ド᱁Ꮚෆ
ᖹᆒࢆᑐ㇟ࡋࠊゎᯒ㞵㔞㡿ᇦࡢ࠺ࡕ㝣ᇦᾏᓊ
ࡽ40kmෆࢆ᳨ド⠊ᅖࡍࡿࠋኟᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣ
ูࡢ⤖ᯝࡶ♧ࡍ㸦ᅗ2.7.6㸧ࠋᅗ୰ࡢ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ
95%ಙ㢗༊㛫࡛࠶ࡿࠋ
ኟᐇ㦂ࡢETSࡣࠊ㜈್10㹼15mm/3h࡛ࡸࡸᨵၿࠊ
㜈್30mm/3h௨ୖ࡛TESTࡀCNTLࢆࡸࡸୗᅇࡿࡀࠊ
CNTLࡁࡃኚࢃࡽࡎࠊࢇ᭷ព࡞ᕪ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋBIࡣࠊTESTࡣCNTLẚ࡚ࠊ㜈್5mm/3h
௨ୗ࡛ᑠࡉࡃࠊ㜈್10mm/3h௨ୖ࡛ࡣࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ
㜈್30mm/3h௨ୖ࡛ࡣࠊBIࡀ1ࢆ㉸࠼ࠊETSࡣഹ
࡞ᝏࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ✵ࡾࡢቑຍࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋᮇ㛫ูࡳࡿࠊᱵ㞵ࡢETSࡽࡣࠊ
≉㜈್10㹼25mm/3h࡛ࡢᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
㞵㔞⠊ᅖ࡛ࡣᆅᙧἢࡗࡓ⮬↛࡞㝆Ỉࢆᢚไࡋ
CNTL

ࡓ࠺࠼࡛ࠊணሗ㢖ᗘࡀቑຍࡋࡓ㸦BIࡀቑຍࡋ࡚1
㏆࡙࠸ࡓ㸧ࡇࡽࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡢΰྜ⋡ࡢኚ᭦
ࡼࡿᨵၿࡀຠᯝⓗ⌧ࢀࡓゝ࠼ࡿࠋࡋࡋྠ
ㄗ᳨ฟ⋡ࡀᚤቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ✵ࡾࡶࡸࡸቑ࠼ࡓ㸦ᅗ
␎㸧ࠋኟᐇ㦂ࡢࡢᮇ㛫࡛ࡶBIࡣᙅ࠸㞵࡛ῶᑡࠊࡼ
ࡾᙉ࠸㞵㢧ⴭ࡞ቑຍࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓኟᐇ㦂ࡢ
ᮇ㛫ࡢBI㸦ᅗ2.7.5㸧ࡀᙉ࠸㞵㔞ᇦ࡛1ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ
ࡢࡣࠊCNTL࡛ࡶBIࡀࡁ࠸ྎ㢼ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ
ࡇࡀࢃࡿࠋ
ᅗ2.7.7ኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫࠾ࡅࡿBIࡢணሗ㛫
౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋ1mm/3h௨ୖࡢ㝆Ỉ࡛ࡣࠊTESTࡣ
CNTLࡼࡾࡉࡽணሗ㢖ᗘࡀ㐣ᑡ࡛࠶ࡾࠊணሗ㛫
ἢࡗ࡚CNTLྠᵝࡢኚࢆ♧ࡍࠋ20mm/3h௨ୖ
ࡢ㝆Ỉ࡛ࡣࠊTESTࡣFT=6ࡽFT=12ࡅ࡚ணሗ
㢖ᗘࡢᛴቑࡀࡳࡽࢀࠊ⤖ᯝࡋ࡚ほ ࡢ㢖ᗘ㏆࡙
࠸࡚࠸ࡿࠋFT=12௨㝆ࡣቑຍഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᐇ㦂㛵ࡋ࡚ࡶኟᐇ㦂ྠᵝࠊᙉ࠸㞵ࡢBIࡀ
ࡁࡃ࡞ࡾࠊETSࡶᙉ࠸㝆Ỉ࠾࠸࡚ࡸࡸୗࡀࡗࡓ
㸦ᅗ2.7.5㸧ࠋࡇࢀࡣᙉ࠸㝆Ỉࡢணሗࡢ✵ࡾࡀቑࡋ
ࡓࡇࢆ♧ࡍࠋᐇ㦂ࡣᮇ㛫୰࠸ࡃࡘ༡ᓊపẼᅽ
ࡀ㏻㐣ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣCNTLẚ࡚ࡸࡸᙉ࠸㝆
Ỉࡢ㡿ᇦࢆᗈࡆࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋᏘࡣᙉ࠸㝆Ỉࡢ
TEST

ᅗ 2.7.4 2009 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ 09UTC ึᮇ್ࡢ FT=30㸦20 ᪥ 15UTC㸧ࡢணሗ⤖ᯝࠋCNTL㸦ᕥ㸧
ࠊTEST㸦ྑ㸧ࡢ๓
3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸦mm/3h㸧
ࠋኴᖹὒୖࡸ㏆␥ᆅ᪉࡛ᙅ࠸㝆Ỉࡢῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
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ETS

  ኟᐇ㦂                    ᐇ㦂

BI









ᅗ 2.7.5 ኟᐇ㦂㸦ᕥิ㸧ᐇ㦂㸦ྑิ㸧ࡢᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ ETS㸦ୖẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ ETS=0㸧 BI㸦ୗẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋ
ࢫࢥࡣᶓ㍈ࡢ㜈್㸦๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸧௨ୖࡢ㝆Ỉᑐࡍࡿࡶࡢࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%
ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ETS

Ᏻᐃ㝆Ỉ         ᱵ㞵           ྎ㢼

BI

ᅗ 2.7.6 ኟᐇ㦂ࡢྛᮇ㛫ࡈࡢᑐゎᯒ㞵㔞ࡢ㝆ỈࢫࢥࠋᏳᐃ㝆Ỉ㸦ᕥิ㸧ࠊᱵ㞵㸦୰ิ㸧ࠊྎ㢼㸦ྑ
ิ㸧ࡢ ETS㸦ୖẁ㸧 BI㸦ୗẁ㸸Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋᶓ㍈ࡣ㜈್㸦๓ 3 㛫✚⟬㝆Ỉ㔞㸧ࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋ
࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ
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1 mm/3h ௨ୖ              20 mm/3h ௨ୖ

ᅗ 2.7.7 ኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫ࢆᑐ㇟ࡋࡓணሗ㛫ẖࡢ BI㸦Ⅼ⥺ࡣ BI=1㸧ࠋᕥࡣ 1mm/3h ௨ୖࠊྑࡣ 20mm/3h ௨ୖࡢ
㝆Ỉᑐࡍࡿࢫࢥࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋᶓ㍈ࡣணሗ㛫(FT)ࠋ࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣ 95%ಙ㢗༊㛫ࢆ⾲ࡍࠋ

ࢆ⏝࠸ࡓୖ㏙ࡢࢫࢥࡢ㞵㔞㜈್ࡣᑐᛂࡋ࡞࠸
ࡇὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅗ2.7.8ࡽࡣࠊTEST
ࡣCNTLẚ࡚ᙉ࠸㞵㢖ᗘࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀࢃࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏳᐃ㝆Ỉࠊᱵ㞵࡛
ࡣほ ࡢ㢖ᗘศᕸ㏆࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ50mm/3h௨ୖࡢ
㝆Ỉࡘ࠸࡚ࡣほ ࡼࡃྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᏳ
ᐃ㝆Ỉ࡛ࡣ100mm/3h௨ୖ࡛ࠊయᑐࡍࡿ
ྜࡣᑠࡉ࠸࡞ࡀࡽࠊணሗ㢖ᗘ㐣ከࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡛
ࡿ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ᐇ㦂ࡢ㢖ᗘศᕸࢆࡳࡿࠊTESTࡣ10mm/3h௨
ୖ࡛ほ ࡼࡾ㢖ᗘࡀከࡃࠊ⤖ᯝࡋ࡚10㹼30mm/3h
ࡢ㞵㔞ᙉᗘᇦ࡛ࡣCNTLࡢ᪉ࡀほ ࡢศᕸἢࡗ࡚
࠸ࡿࠋ50mm/3h௨ୖࡘ࠸࡚ࡣCNTLኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
ḟᐇ㦂ᮇ㛫୰ࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࠊཬࡧ⥲᱁Ꮚᩘ㸦ࡍ࡞
ࢃࡕ㝆Ỉᇦࡢ㠃✚┦ᙜ㸧ࢆ⟬ฟࡋࠊẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠶ࡿࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀࡇࡇ࡛ࡳ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞1ࣨ᭶⛬ᗘࡢᮇ㛫ࡢࢫࢥࡣ➃ⓗ
⾲ࢀࡿࠋᐇ㦂ࡢᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ᳨ド㡿ᇦᙳ㡪
ࢆ࠼ࡿ༡ᓊపẼᅽࡣ࡞ࡶࡢ࡛3ᅇ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ༡ᓊపẼᅽࡢ⤠ࡗ࡚ࢫࢥࢆㄪࡓࠋࡑ
ࢀࡽࡢ࠺ࡕ1᭶18᪥㡭᪥ᮏิᓥࢆ㏻㐣ࡋࡓపẼᅽ
ࡢࡀࠊࢫࢥࢆୗࡆࡿᐤࡀࡁࡃࠊ≉ᐃࡢ
ࡀࢫࢥࡢపୗᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ␎㸧ࠋ
ḟࠊ㝆Ỉࡢ㢖ᗘศᕸࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ2.7.8
♧ࡍࠋ㢖ᗘ⤫ィࢆ⾜ࡗࡓ㡿ᇦࡣᑐゎᯒ㞵㔞ࢫࢥࢆ
⟬ฟࡋࡓ⠊ᅖྠ୍࡛࠶ࡿࠋẚ㍑ᑐ㇟࡞ࡿほ 
ࡋ࡚ࠊゎᯒ㞵㔞ࢆࣔࢹࣝྜࢃࡏ࡚5km᱁Ꮚࡈ
ᖹᆒࡋࡓ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋᐇ㦂⤖ᯝࠊほ ࡶ5km᱁
Ꮚ༢࡛ࠊ㝵⣭ࡣ1mm/3h้ࡳࡗ࡚ࠊ㝆Ỉࡢฟ
⌧ᩘࢆ✚⟬ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵ20km᳨ド᱁Ꮚෆᖹᆒ್

ᱵ㞵㻌

Ᏻᐃ㝆Ỉ㻌

ྎ㢼㻌

ᐇ㦂㻌

ᅗ 2.7.8 㝆Ỉࡢ㢖ᗘศᕸ㸦100mm/3h ࡲ࡛㸧
ࠋ㝵⣭ࡢᖜࢆ 1mm/3h ࡗ࡚᱁Ꮚᩘࢆ✚⟬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠼ࡤ 10mm/3h
௨ୖ㹼11mm/3h ᮍ‶ࡢ᱁Ꮚࢆ 10mm/3h ࡋ࡚ᩘ࠼ୖࡆࡿ㸧
ࠋᕥୖ㸸Ᏻᐃ㝆Ỉࠊྑୖ㸸ᱵ㞵ࠊᕥୗ㸸ྎ
㢼ࠊྑୗ㸸ᐇ㦂ࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠊ㟷㸸ほ 㸦ゎᯒ㞵㔞㸧
ࠋ
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⾲ 2.7.2 ⥲㝆Ỉ㔞࣭⥲᱁ᏊᩘࡢࠊTEST  CNTL ࡑࢀࡒࢀࡢほ

Ᏻᐃ㝆Ỉ
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
TEST/ほ
CNTL/ほ
TEST/CNTL

0.82
0.79
1.03

0.82
0.91
0.90

ᱵ㞵
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
0.88
0.86
1.03

0.73
0.76
0.96

ᑐࡍࡿẚ TEST ࡢ CNTL ᑐࡍࡿẚࠋ

ྎ㢼
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
1.33
1.33
1.00

0.89
0.93
0.96

ᐇ㦂
㝆Ỉ㔞
᱁Ꮚᩘ
1.02
1.00
1.01

0.85
0.85
1.00

⾲ 2.7.3 ᾏ㝣ูࡢ⥲㝆Ỉ㔞࣭⥲᱁Ꮚᩘ⤫ィࡢ TEST ࡢ CNTL ᑐࡍࡿẚࠋኟᐇ㦂ࡢࡳࠋ

TEST/CNTL

Ᏻᐃ㝆Ỉ
⥲㝆Ỉ㔞
⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲㝆Ỉ㔞
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

1.06

1.00

0.96

0.96

0.96

0.76

ྎ㢼

TEST/CNTL

ᱵ㞵

1.00

0.84

⥲㝆Ỉ㔞
㝣ᇦ
ᾏᇦ

⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

ኟᐇ㦂ᮇ㛫
⥲㝆Ỉ㔞
⥲᱁Ꮚᩘ
㝣ᇦ
ᾏᇦ
㝣ᇦ
ᾏᇦ

1.00

0.98

1.01

1.00

0.86

ࡇࡇ࡛ࡣࠊ0.4mm/3h௨ୖࢆ㝆Ỉ᭷ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᳨ド㡿ᇦࡣᑐゎᯒ㞵㔞᳨ドྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⾲2.7.2
TESTࠊCNTLࡢほ ᑐࡍࡿẚࠊTESTࡢCNTL
ᑐࡍࡿẚࢆ♧ࡍࠋኟᐇ㦂ࡢᏳᐃ㝆Ỉᱵ㞵
࡛ࡣࠊTESTࡣᙅ࠸㞵ࡢணሗ㢖ᗘῶᑡకࡗ࡚⥲
᱁Ꮚᩘ㸦㝆Ỉ㠃✚㸧ࡀῶᑡࡋࠊほ ࡢᕪࡀCNTL
ẚ㍑ࡋ࡚ᗈࡀࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᅗ2.7.8࡛ぢࡓࡼ࠺
20mm/3h௨ୖࡢ㝆ỈࡀCNTLẚ࡚ቑຍࡋࡓࡇ
ࡀᐤࡋࠊTESTࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࡣCNTLࡼࡾቑࡋ࡚
ほ ㏆࡙࠸ࡓࠋᐇ㦂࡛ࡶᙉ࠸㝆Ỉࡢ㢖ᗘࡀቑࡋ
ࡓ⤖ᯝࡋ࡚⥲㝆Ỉ㔞ࡀഹቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖྠᵝࡢㄪᰝࢆࠊMSMࡢணሗ㡿ᇦయࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ᾏ㝣ู⾜ࡗࡓࠋ⾲2.7.3TESTࡢCNTL
ᑐࡍࡿẚࢆᾏ㝣ู♧ࡍࠋኟᐇ㦂ࡢᮇ㛫࡛ࠊᾏᇦ
࡛ࡢ⥲᱁Ꮚᩘࡢῶᑡࡀ┠❧ࡕࠊTESTࡣCNTLࡢ⣙
20%ῶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋணሗ㢖ᗘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ᙅ࠸㞵࡛࠶ࡿࡽࠊᾏᇦ࡛ࡢ⥲㝆Ỉ㔞ࡢῶᑡࡣ
ഹ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㝣ᇦ࡛ࡢኚࡣᑡ࡞ࡃࠊ⥲᱁Ꮚᩘ
ࡀࡸࡸῶᑡࡋࠊ⥲㝆Ỉ㔞ࡣᏳᐃ㝆Ỉࢆ୰ᚰ
ࡸࡸቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢㄪᰝࡣኟᐇ㦂ᑐࡋ
࡚ࡢࡳ⾜ࡗࡓࠋᏘ࠾࠸࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡀ㝆Ỉᐤ
ࡍࡿࡢࡣࠊపẼᅽ࡞క࠸ࠊᬮ‵Ẽࡀὶධࡍࡿ
ሙྜ㝈ࡽࢀࠊ⾲2.7.2࠾࠸࡚ࡶᐇ㦂ࡢ⥲᱁Ꮚᩘ
ࡣTESTCNTL࡛㐪࠸ࡀ࡞࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㻔㻞㻕 ᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ド㻌
ᑐ࣓ࢲࢫࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᅗ2.7.9㸦ኟᐇ㦂㸧ᅗ
2.7.10㸦ᐇ㦂㸧♧ࡍࠋẼ ࣭┦ᑐ‵ᗘ࣭㢼㏿ࢆ
ᑐ㇟ࠊᖹᆒㄗᕪ㸦ME㸧࣭ᖹ᪉᰿ᖹᆒㄗᕪ
㸦RMSE㸧ࢆணሗᑐ㇟้ẖ⟬ฟࡋࡓࠋ
ኟᐇ㦂ࡢẼ ࡢME࡛ࡣࡢ้࡛ࡶCNTLᑐ
ࡋ࡚⣙0.05Υࡢṇࣂࢫࡢᣑࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ
ࡋRMSEࡣ᪥୰ῶᑡࡋࠊኪ㛫ࡢቑຍࡣഹ࡛ࠊࣛࣥ

58

0.99

0.96

0.82

ࢲ࣒ㄗᕪࡢῶᑡࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡲࡓኟࡶ㢼㏿
ࡢMEࡣ0.05~0.1m/s⛬ᗘࡢቑຍࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋኟ
ᐇ㦂࡛ࡣ㢼㏿ࡢMEࡢCNTLࡢᕪࡣ᪥୰ࡸࡸᣑ
㸦~0.1m/s㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᐃ㝆Ỉࡢࡳ࡛⟬
ฟࡋࡓMEࡶྠᵝࡢ᪥ኚࢆ♧ࡍࡇࡽࠊࡇࡢ
㛫౫ᏑᛶࡣᏳᐃ㝆Ỉࡢᐤ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ
␎㸸Ᏻᐃ㝆Ỉ࠾ࡅࡿ᪥୰ࡢMEࡢTEST
CNTLࡢᕪࡶ0.1m/s⛬ᗘ㸧ࠋ㢼㏿ࡢRMSEࡣኪ㛫ࢆ୰
ᚰᚤቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡣCNTLࡁ࡞㐪࠸ࡣ
࡞࠸ࠋᆅୖ㢼㏿ࡀCNTLẚ࡚ࡸࡸᙉࡃ࡞ࡿࡇ
ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊ㞼≀⌮㐣⛬ࡢ༟㉺ࡼࡾ㝆Ỉࢩࢫࢸ
࣒ࡀᙉࡉࢀࡓࡇࡀཎᅉࡢࡦࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻔㻟㻕 㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ド㻌
ᅗ2.7.11ࠊᅗ2.7.12ࡑࢀࡒࢀኟᐇ㦂ࠊᐇ㦂ࡢ
㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ᪥ᮏᅜෆࡢ㧗ᒙẼ
㇟ほ ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋࠊẼ ࣭┦ᑐ‵ᗘ࣭㢼㏿ࡘ
࠸࡚ࠊFT=33࡛ࡢMEࠊRMSEࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
KFࢫ࣮࣒࢟ࡢኚ᭦ࡣ⇕ỈẼࡢ㖄┤㍺㏦ࢆኚ
ࡉࡏࡿࠋኟᐇ㦂࡛ࡣ700hPa500hPaࡢ┦ᑐ‵ᗘ
ࡢ㈇ࣂࢫࡀCNTLࡼࡾࡶᣑࡋࠊ୰ᒙࡀࡼࡾ
ࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ925hPaࡢẼ ࡛ࡣṇࣂࢫࡀ
ࡸࡸᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࡢẼ ࡢṇࣂ
ࢫᚤቑࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊኟᏘࡢẼୗᒙࡢᖹ
ᆒẼ ࡢᚤቑࡣࠊ900hPaࡼࡾୗᒙ࠾࠸࡚ࠊ
ᬮ‵࡞ᮏᕞ༡ᾏୖయぢࡽࢀ㸦ᅗ␎㸧ࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ
ᅜෆࡢほ Ⅼ࡛ࡢ᳨ドࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
850hPaࡢẼ ࡛ࡣṇࣂࢫࡀゎᾘࡉࢀࠊᩚྜ
ⓗ┦ᑐ‵ᗘࡢ㈇ࣂࢫࡶ0㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
850hPaࡢຍ‵᪉ྥࡢኚࡣࠊKFࢫ࣮࣒࢟ࡼࡿ
ỈẼࡢ㖄┤ΰྜࡀࡼࡾప࠸㧗ᗘ␃ࡲࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࡇࡢᫎ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋẼ ࡛ࡣ୰ᒙ௨ୖ࡛

       Ẽ
ME

(Υ)          ┦ᑐ‵ᗘ(%)           㢼㏿(m/s)

RMSE


ᅗ 2.7.9 ኟᐇ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࠋせ⣲ࡣᕥิ㸸Ẽ (Υ)ࠊ୰ิ㸸┦ᑐ‵ᗘ(%)ࠊྑิ㸸㢼㏿(m/s)ࠋ
ୖẁࡀ ME㸦ᐇ⥺ࡣ ME=0㸧ࠊୗẁࡀ RMSEࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸CNTLࠋᶓ㍈ࡣணሗᑐ㇟้ࠋ

Ẽ

(Υ)          ┦ᑐ‵ᗘ(%)           㢼㏿(m/s)

ME

RMSE


ᅗ2.7.10 ᐇ㦂ࡢᑐ࣓ࢲࢫᆅୖẼ㇟せ⣲᳨ドࠋซ➼ࡣᅗ 2.7.9 ྠࡌࠋ
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       Ẽ
ME

(Υ)           ┦ᑐ‵ᗘ(%)          㢼㏿(m/s)

RMSE


ᅗ 2.7.11 ኟᐇ㦂ࡢ㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࠋ᪥ᮏࡢࢰࣥࢹࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊFT=33 ࡛ࡢ⤫ィ᳨ド⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋせ⣲ࡣᕥิ㸸
Ẽ (Υ)ࠊ୰ิ㸸┦ᑐ‵ᗘ(%)ࠊྑิ㸸㢼㏿(m/s)ࠋୖẁࡀ ME㸦Ⅼ⥺ࡣ ME=0㸧ࠊୗẁࡀ RMSEࠋ㉥㸸TESTࠊ⥳㸸
CNTLࠋ┦ᑐ‵ᗘࡢ᳨ドࡣࠊୖᒙ࡛ࡣಙ㢗࡛ࡁࡿほ ࡀ༑ศ࡞ࡓࡵࠊ500hPa ࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ

Ẽ

(Υ)           ┦ᑐ‵ᗘ(%)          㢼㏿(m/s)

ME

RMSE


ᅗ 2.7.12 ᐇ㦂ࡢ㧗ᒙẼ㇟せ⣲᳨ドࠋซ➼ࡣᅗ 2.7.11 ྠࡌࠋ
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ࡶᴫࡡࣂࢫࡢ㍍ῶࡀࡳࡽࢀࡿࠋᏘࡣኟᏘẚ
࡚KFࢫ࣮࣒࢟ࡀ㢖⦾ാ࡞࠸ࡓࡵࠊᐇ㦂ࡢ㧗
ᒙẼ㇟せ⣲᳨ド࡛ࡣኟᐇ㦂CNTLࡢ㐪࠸ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ700hPa500hPaࡢ⇱ഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋ㝆Ỉ᳨ド࡛♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊTEST࡛ࡣ
㝆Ỉ㔞ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㞼≀⌮㐣⛬ࡼࡿ
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2.8 週間アンサンブル予報へのモデルアンサンブル
手法の導入1

アンサンブル予報の精度向上には、初期摂動作
成手法の改善やメンバー数の増加、予報モデルや
解析値の精度向上が重要である。図2.8.1にWEPS
運用開始以来の、500hPa高度場（Z500）について
のFT=144および、FT=216でのアノマリー相関係数
月平均の時系列を示す。 検証領域は北半球領域
（20°N－90°N、以下NH領域）で、細い線は各月の
もの、太い線は前12ヶ月移動平均である。赤線は摂
動が入っていないメンバーの予報（以下コントロール
ラン）、青線が各メンバーの予報のアンサンブル平均
の検証結果である。
図2.8.1を見ると、予報モデルおよび解析システム
の精度向上に伴い、運用開始以来着実に、コントロ
ールラン、アンサンブル平均ともに予報精度が向上し
てきたことが分かる。FT=144およびFT=216におい
て、アンサンブル平均の精度はコントロールランを大
きく上回っている。また、予報精度が季節変化の中で
相対的に下がる夏季において、アンサンブル平均は
コントロールランをよく改善している。特にFT=216で
の精度をみると、アンサンブル平均のコントロールラ
ンに対する改善幅は大きく、その改善幅を運用開始
以来維持し続けている。

2.8.1 週間アンサンブル予報システム
週間アンサンブル予報システム（以下WEPS）は週
間天気予報の支援を目的に運用されており、各メン
バーの予報、予報のアンサンブル平均やスプレッド、
気温や降水等の各種確率情報等の資料が、週間天
気予報で利用されている（林・川上 2006）。WEPS
の本運用は、2001年3月の計算機システム更新と同
時に開始された。 そ れ 以降GSMの 改良の成果 を
WEPSの予報モデルに取り込むとともに、初期摂動
作成手法の改良およびメンバー数増強が施され、週
間天気予報の支援資料の精度向上が図られてきた
（経田・山口 2006; 酒井 2008; 米原 2008; 米原
2009）。運用開始以来の主な改良を、表2.8.1にまと
める。以下モデル名称のGSMに続く4桁の数字は現
業化時期（西暦下2桁・月）を表す。なお、アンサンブ
ル 予 報 の 基 礎 に つ い て は 、 山 根 （ 2002 ） や 高 野
（2002）を参照されたい。
表 2.8.1 WEPS の主な改良の時期と仕様
時期
予報モデル 摂動作成手法 メンバー数
（年/月） （解像度） （摂動対象領 /モデル摂動
域）
2001/3

GSM0103
（T106L40）

BGM 法
（NH）

25
/なし

2002/2

GSM0103
（T106L40）

BGM 法
（NH,TR）

25
/なし

2003/6

GSM0305
BGM 法
（T106L40） （NH,TR）

25
/なし

2005/3

GSM0407
BGM 法
（T106L40） （NH,TR）

25
/なし

2006/3

GSM0603
BGM 法
（TL159L40） （NH,TR）

51
/なし

2007/11

GSM0711
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）
2009/3
GSM0808
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）

51
/なし
51
/なし

2010/11

51
/あり

GSM1011
SV 法
（TL319L60） （NH†,TR†）

摂動対象領域の各記号は緯度帯を意味し、NH:20°N－
90°N, TR:20°S－20°N, NH†:30°N－90°N, TR†:20°S－
30°Nである。メンバー数は摂動を加えていないコント
ロールランを含む。BGM法はBreeding of Growing
Mode 法 （ Toth and Kalnay 1993 ） の 略 で SV 法 は
Singular Vector法（Buizza and Palmer 1995）の略
である。予報モデルについては、 GSM0103は松村
（2000）
、GSM0305は中川（2004）、GSM0407は川合
（2004）
、GSM0603は北川（2005）、GSM0711は北川
（2006）
、GSM0808は岩村（2008）等を参照されたい。
1

図2.8.1

月平均のZ500のアノマリー相関係数の時系列

（細線）
。上図がFT=144、下図がFT=216でのもので
ある。期間は2001年3月から2010年6月。検証領域は
NH領域で、太線は前12ヶ月移動平均。赤線がコント
ロールラン、青線がアンサンブル平均の結果である。
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また、中期予報では、予報が情報として利用上の
価値を持つ一つの目安としてアノマリー相関係数が
0.6以上であることを用いるが（高野 2002）、2010年
以降のWEPSはFT=216においても0.6を超えた。運
用開始以来の精度向上の結果、天気予報作業を支
援するWEPSの予報時間延長も視野に入ってきてい
る。

同じである。試験の対象期間は2007年8月1日～31
日（以下夏季）及び2008年1月1日～31日（以下冬
季）とした。

（１）総観場の予報
アンサンブル平均の総観場の予報精度としては、
業 務 化 試 験 の 結 果 は 夏 季 ・ 冬 季 と も に 、 Z500 、
850hPa気圧面の気温（T850）ともに中立であった
（図略）。モデル誤差に関する摂動の影響の大きさは、
初期摂動によるそれと比較して小さいため、アンサン
ブル平均への影響は見られなかったと思われる。
次にNH領域での、確率予報の検証結果について
述べる。図2.8.2に、T850についてのROC面積を示
す。ROC面積の閾値は、NH領域でのT850の気候
学的な年々変動値の標準偏差σに対して、T850の
平年偏差が－1.5σ以下および、1.5σ以上を用いて
いる。この閾値は、ある程度顕著な現象を対象とした
ものである。検証結果は、全体的に中立もしくは改善
であり、この改善傾向は、Z500や地上気圧等の他の
要素についても同様である（図略）。特にT850では、
予報の前半の改善幅が大きい。また、ブライアスキル
スコアでの検証結果も、ROC面積での結果と同様に
やや改善となっており、確率予報の精度は全体的に
改善している（図略）。

2.8.2 WEPSへの確率的物理過程強制法の導入
数値予報課では、2010年11月に、モデルアンサン
ブル手法の一つである確率的物理過程強制法
（Buizza et al. 1999, Palmer et al. 2009）をWEPS
へ導入した。モデルアンサンブル手法とは、アンサン
ブル予報において、モデルによる予報の不確実性を
考慮する手法である。本来、予報結果の誤差は、初
期値が真値と異なることに加え、予報モデルが持つ
不完全性も原因となる。このため、本来は、モデルア
ンサンブル手法による摂動を初期値摂動と同様に考
慮する必要がある。しかし、これまでのWEPSでは、
それが考慮されておらず、初期摂動のみを取り扱っ
ていたが、今回からモデル誤差に関する摂動も加え
ることとした。確率的物理過程強制法とは、モデルの
物理過程のもつ不確実性を取り扱う手法の一つであ
り、予報の時間ステップ毎において、物理過程で計
算される気温、比湿、風の時間変化量に対して時間・
空間相関が考慮された乱数を掛けたものを摂動とし
て足しこむ手法である。本手法の具体的な内容や、こ
れまでの開発途中の報告については、Palmer et al
（2009）、米原（2009）を参考にされたい。
また同時に、予報モデルを低解像度版GSM1011
（TL319L60）へ更新した。低解像度版の予報特性
は 高 解 像 度 （ TL959L60 ） と ほ ぼ 同 じ で あ る 。
GSM1011では入出力を始めとする基本的部分が大
幅に強化されたが、予報精度への影響は小さく予報
特性はGSM0808と同じであるため、その基本的な予
報特性等については大河原（2008）、小野田（2008）、
岩村（2008）、宮本（2009）を参照されたい。
また上記以外にも、初期値作成時の内挿手法の
変更、初期値での雲水量や雲量での予報値の利用
（これまでは0から始めていた）等の変更も同時に行っ
た。今回の変更全体では、それらの精度への影響は、
確率的物理過程強制法の導入に比べて小さい。

（２）降水確率予報の対アメダス検証
図2.8.3に、夏季での降水確率予報の検証結果を示
す。図に示した結果は、予報時間毎の前24時間積算
降水量についての、0.5625°の格子の予報値に対し
て、近傍のアメダス降水量平均値を真値として行ったも
のである。ブライアスコアは、その数値が小さいほど確
率予報の精度が良いと評価できる。図2.8.3を見ると、
1mm/24h、10mm/24hの両閾値について、ブライアス
コアおよびROC面積の両方で中立もしくは改善となっ
ている。本手法の導入によって、モデルの不完全性が
原因で捕捉できていなかった降水も確率的に捕捉でき
るようになり、降水確率予報の精度が向上したと考えら
れる。実際に事例を見てみると、CNTLではある時刻に
おいて降水を表現できていなかったメンバーが、本手
法を導入したTESTでは、同じ初期値から実行した予
報にもかかわらず、降水が表現され予報を改善したケ
ースが見られた（図略）。また、本手法の導入により降水
頻 度 が 増 え る こ と が 報 告さ れて お り （ Buizza et al.
1999）、今回の実験結果においても、全体的に頻度が
若干増加している（図略）。現在GSMの特性としては、
弱い雨を観測より過剰な頻度で降らせる傾向があり、単
純にはスコアに悪い影響があると考えられるが、その中
においても、ブライアスコアでの精度の向上が確認でき
る。

2.8.3 今回の改良の効果
今回の改良の精度評価試験の検証結果を基に、
予報精度への影響について述べる。以下では
WEPS0903での実験をCNTL、WEPS1011での実
験をTESTと呼ぶ。業務化試験では、両実験とも解析
値には同じ高解像度GSM0808での解析予報サイク
ルの結果を用いた。両実験とも初期摂動作成部分は
63

図 2.8.2

図 2.8.3 夏季での、前 24 時間降水量確率予報の検証

NH 領域での、各予報時間毎の T850 につ

結果。上から、閾値 1mm/24h 以上のブライアスコ

いての ROC 面積。上から、夏季・閾値がアノマ
リー1.5σ以上、夏季・閾値がアノマリー–1.5σ以

ア、閾値 10mm/24h 以上のブライアスコア、閾値

下、冬季・閾値がアノマリー1.5σ以上、冬季・閾

1mm/24h 以上の ROC 面積、閾値 10mm/24h 以上

値がアノマリー–1.5σ以下の結果である。青線が

の ROC 面積である。
緑線が TEST で赤線が CNTL
の結果。

TEST で赤線が CNTL の結果。
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最後にWEPSの精度向上に向けた今後の取り組
みを紹介する。今年度数値予報課では、WEPSの初
期摂動の振幅調整を行う計画である。アンサンブル
予報では、スプレッドとアンサンブル平均のRMSEは
ほぼ同じであることが望ましく、両者に大きな乖離が
ある状態では、アンサンブル平均や確率予報の精度
に改善の余地がある。現在のWEPSでは、冬季の予
報前半でスプレッドが過剰であることが知られており、
その原因は摂動の大きさを季節変動させている処理
にある。この、摂動の大きさを季節変動させる処理は、
初期摂動作成手法がBGM法の場合は初期摂動の
成長率が小さい問題をおぎなう効果を持っていたが、
作成手法がSV法に変更され成長率が改善され必要
がなくなったため、季節変動処理を見直すことにした。
また同時に、ここ数年の予報のアンサンブル平均の
精度向上に合わせて、初期摂動の大きさを調整する
予定である。この改良により、アンサンブル平均や確
率予報の精度向上が見込まれる。
また、数値予報課では、次期計算機システムへ向
けて開発を進めている。次期システムでは、WEPSの
水平・鉛直解像度の高解像度化（水平格子間隔を約
60kmから約40kmへ、鉛直層数を60層から100層
へ）を計画している。モデルの解像度が上がることに
より、擾乱をより良く解像できるようになるため、降水
等の表現や予報精度の向上が期待されている。また、
初期摂動の作成手法であるSV法についても高解像
度化や特異ベクトル作成に利用している接線形モデ
ルの高度化等を行い、アンサンブル予報の精度改善
を図る開発を進めている。
今回の更新により、物理過程の不完全性を表現す
るモデルアンサンブル手法が導入された。しかし、モ
デルの不完全性は物理過程にのみあるものではなく、
力学過程にも含まれる。それを取り扱うモデルアンサ
ンブル手法もいくつか提案されているため、導入に向
けて検討を進めている。
アンサンブル予報の精度向上には予報モデル自
体の精度向上も重要である。今後も、最新のGSMの
開発成果をWEPSに取り入れていく計画である。
参考文献
岩村公太，2008: 高解像度全球モデルの改良．平成
20 年 度 数 値 予 報 研 修 テ キ ス ト , 気 象 庁 予 報
部,1-6．
大河原斉揚，2008: 統計検証．平成20年度数値予報
研修テキスト, 気象庁予報部,7-18．
小野田浩克，2008: 事例検証．平成20年度数値予報
研修テキスト, 気象庁予報部,19-22．
川合秀明, 2004: 雲水過程. 数値予報課報告・別冊
第50号, 気象庁予報部,72-80.
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2.9 台風アンサンブル予報システムの改善1

まず、確率予報としての特性は、変更の有無で大
きな差は見られなかった（図略）。この2009年6月の
変更は、主に予報モデルの更新で、初期摂動につい
てはほぼ同一のものが用いられている。このため、
確率予報への影響は限定的であったと考えられる。
次に、図2.9.1にコントロールランとアンサンブル
平均予報それぞれの台風進路予報誤差の比較を示
す。両者ともに、新しい予報モデルの方が予報後半
で台風進路予報がやや改善する結果となった。
この結果を受けて、GSM0808の導入を含む台風
EPSの変更は2009年6月に現業化された。

2.9.1 はじめに
台風アンサンブル予報システム（以下、台風EPS）
は、5日先までの台風進路予報の支援を目的に運用
されている数値予報システムである。台風EPSにお
ける各メンバーの台風中心位置予報およびその平
均位置（アンサンブル平均）や進路予報のばらつき
（スプレッド）を基に、予報の信頼度情報、台風接
近確率などの資料が作成され、気象庁で現業利用さ
れている2。台風EPSの仕様の詳細については、小
森・山口（2008）を参照されたい。
一般に、アンサンブル予報の精度向上3に必要な課
題として、①使用する予報モデルの精度向上、②初
期摂動・解析場の改善、③予報モデルの誤差の適切
な取り扱い（モデルアンサンブルなど、詳細は米原
（2009a）参照）、④アンサンブルメンバー数の増強
などがある。本節では、台風EPSについて、課題①
の数値予報モデルの更新と、課題②のうち、初期摂
動の作成方法に関する調査・改良を述べる。なお本
節で述べる数値予報モデルの更新・初期摂動作成手
法の改良は、それぞれ2009年6月と2010年5月に現
業化された。
2.9.2 台風EPSの予報モデルの更新
全球決定論予報のモデルと週間EPSの予報モデ
ルがそれぞれ2008年8月と2009年3月に適合ガウス
格子モデル（GSM0808）に更新されたことに続き、
台風EPSの予報モデルも2009年6月にGSM0808に
更新した。なお、GSM0808への更新に伴う予報特
性の変化については、全球決定論予報は岩村（2008）
を、週間EPSは米原（2009b）を参照のこと。ここ
では、台風EPSへGSM0808を導入したことによる
台風進路予報へのインパクトを述べる4。
予報モデル更新の影響を調査するため、2008年8
月20日～10月3日の1日4回（00,06,12,18UTC初期
値）について、予報モデルの変更あり（テスト実
験）・変更なし（コントロール実験）の予報実験を
行った。実験対象は期間のうち、気象庁予報部予報
課作成の熱帯低気圧情報ファイル（YHTCファイル）
に対象となる熱帯低気圧が記述されている時刻で
ある（全119初期値、140事例）。
1

太田 洋一郎、佐藤 芳昭
地方官署や部外へのプロダクト配信は行っていない。
3 ここで述べる精度向上には、
アンサンブル平均予報の決
定論的な予報精度の向上に加えて、アンサンブル予報によ
る確率予報の精度向上も含まれる。
4 このモデル更新時には、
初期値作成時の内挿手法の変更、
初期値化の停止等の予報結果にほとんど影響しない変更
も同時に行った。

2.9.3 台風EPSの初期摂動作成手法の概要と問題
点
台風EPSは、全球解析予報システムの解析値を解
像度変換した値を初期値としたコントロールラン
と、この初期値に初期摂動を加えた値を新たな初期
値とした摂動ランにより構成される。
この初期摂動の作成には特異ベクトル（Singular
Vector：以下、SV）法（Buizza and Palmer 1995）
を用いている。SV法では、特定のターゲット領域内
において、一定の評価時間内で誤差成長が大きい初
期摂動を求めることができる。台風EPSでは、この
SV法の性質を利用し、二種類のターゲット領域を設
定してSVを計算し、これを初期摂動の作成に用いて
いる。一つは、20ºN以北のRSMC責任領域5（20ºN
～60ºN、100ºE～180º）であり、もう一つは最大3
つまで設定可能な熱帯低気圧周辺領域（GSMの24
時間予報における各熱帯低気圧の推定位置を中心
とした東西20度、南北10度の領域、以下台風ターゲ
ット領域）である。前者については、中緯度の傾圧
不安定擾乱の予測の不確実性を捉えることを主な
目的とし、後者については熱帯低気圧周辺での誤差
成長を捉えることを目的としている。
台風EPSの初期摂動は、こうしてそれぞれのター
ゲット領域で求まったSVを、バリアンスミニマム法
（山口 2006）により線形結合して作成される。こ
の際、初期摂動の振幅調整方法として、初期摂動の
東西風6m/sまたは南北風6m/sを上限値として規格
化する方法を用いていた。
さて、台風EPSで精度の悪い事例を調査したとこ
ろ、以下の2点に問題があることが明らかとなった。
それらは①台風ターゲット領域の形状、②初期摂動
の振幅調整方法である。以下に詳述する。

2
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5

RSMC は Regional Specialized Meteorological Center
／地域特別気象センターの略。ここでは、気象庁太平洋台
風センターが台風予報発表の対象とする領域（0º～60ºN、
100ºE～180º）を表わす。

図 2.9.1 予報モデルの変更あり（テスト実験・上図赤線）
、変更なし（コントロール実験・上図青線）の台風進路予報誤
差の平均の比較（実験期間 2008 年 8 月 20 日～10 月 3 日）。左図はコントロールラン、右図はアンサンブル平均予報。
下図はテスト実験とコントロール実験の進路予報誤差の差を示す（負の値はテスト実験で改善）。図中の緑の▼は有意
水準 95%で両実験の差が有意であることを示す（上段はデータ系列の相関考慮、下段は相関考慮なし）
。

ているものは少ない。また、求まったSVのトータル
エネルギー分布の平均は、ターゲット領域を矩形に
設定した場合と比べて東西の広がりが小さく、より
ターゲット領域の中心に近いSVが求まっているこ
とがわかる。台風ターゲット領域のSVは台風周辺で
成長する誤差を捉えることを目的としているので、
後者の方がこの目的に適していると考えられる。

① 台風ターゲット領域の形状
台風ターゲット領域は、等緯度経度座標上での矩
形領域であった。この領域を用いると、緯度帯によ
って東西方向のターゲット領域の幅（実距離）が異
なり、低緯度ほど東西に広くなる。このため、主に
低緯度で台風から離れた場所で成長する摂動が求
まる可能性が高くなる。また、矩形領域では中心か
らの方角によってターゲット領域の広がり方が異
なる問題もある。
図2.9.2に、2009年10月2日18UTC初期値の台風第
18号の台風ターゲット領域で求めたFinal SV（初期
のSVから接線形モデルによって評価時間24時間で
線形成長させた結果）の湿潤トータルエネルギー
（ Ehrendorfer et al. 1999; Barkmeijer et al.
2001）分布を示す。図中の矩形はターゲット領域を
示す。この事例では、台風から離れたターゲット領
域の北西端と北東端に大きなエネルギーを持つSV
が多く求まった。一方、同じ初期時刻・事例に対し、
ターゲット領域を予想中心位置から等距離（半径
750kmで固定）に設定して求めたSVを図2.9.3に示
す。ターゲット領域の中心の北西側に大きなエネル
ギーを持つSVが多く求まっており、北東側に求まっ

② 初期摂動の振幅調整方法
前述のように台風EPSの初期摂動は東西風また
は南北風のいずれかの風速で規格化されていた。こ
の場合、初期摂動の最大風速は6m/s（東西風及び南
北風のいずれかが最大値を取り、いずれかが0m/sの
場合）から6 2 m/s（東西風と南北風が同値で最大
値を取る場合）の値をとり、事例によって変化する
ので、規格化として適切ではない。また、SVの誤差
成長率を見積もる際に用いている誤差の大きさの
指標（ノルム）は湿潤トータルエネルギーを用いて
いるため、誤差成長の評価方法と最大風速を用いた
振幅調整方法との間で一貫性がなかった。初期摂動
の規格化にも湿潤トータルエネルギーを用いるこ
とで、この不整合は解消することができる。
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図 2.9.2 2009 年 10 月 2 日 18UTC 初期値の台風第 18 号の台風ターゲット領域で求めた SV（Final SV）の湿潤ト
ータルエネルギー分布。右側の図は SV の各モード（01p～08p）のトータルエネルギー分布を表わし、全モード
の最大値を 1 に規格化している。左側の図は、各モードのトータルエネルギー分布を平均したものを表わす。図
中の矩形はターゲット領域を表わす。

図 2.9.3 図 2.9.2 と同様。ただし、ターゲット領域を予想中心位置（左図の星印）からの等距離（半径 750km）と
した。

2.9.4 初期摂動作成手法変更実験の設定
前項の問題点を踏まえて、以下の変更を加えた実
験（テスト実験）を行い、変更を加えない場合の実
験（コントロール実験）との比較を行った6。
・台風ターゲット領域を東西20度、南北10度の矩
形領域から、半径750kmの等距離固定領域に変更
（旧来の中緯度でのターゲット領域とほぼ同等の
大きさとなるように決定した）
・初期摂動の振幅を東西風6m/sまたは南北風6m/s
を上限値とする方法から、湿潤トータルエネルギー
の最大値を530 kg・m・s-4に規格化する方法へ変更
（旧来の中緯度での初期摂動の振幅とほぼ同等の
大きさ）
実験期間は2009年9月25日～10月25日の1日4回
（00,06,12,18UTC初期値）のうち、YHTCファイル
に対象となる熱帯低気圧が記述されている時刻で
ある（全118初期値、187事例）。
2.9.5 初期摂動作成手法変更の結果
まず、アンサンブル平均進路予報誤差に関しては、

コントロール実験とテスト実験で有意な差は見ら
れなかった（図略）。この変更は、初期摂動作成部
分の変更であり、コントロールランについては変更
前と同一である。このため、アンサンブル平均予報
に与える影響は限定的であったものと考えられる。
次に、図2.9.4に、図2.9.2、図2.9.3と同じ事例（2009
年10月2日18UTC初期値）における台風第18号の進
路予報結果を示す。コントロール実験・テスト実験
ともに、コントロールランとアンサンブル平均の進
路予報は実況よりも遅く、転向のタイミングも異な
る。コントロール実験では各メンバーのばらつきが
少なく、この進路予報の不確実性を捉えきれていな
い。一方でテスト実験では、各メンバーのばらつき
が比較的大きく、進行速度や転向のタイミングが各
メンバーで異なっている。この場合、テスト実験の
方が進路予報の不確実性をよく捉えられていると
考えられる。
図2.9.5に、コントロール実験・テスト実験のそれ
ぞれについて、FT=120における台風進路予報の6時
間積算スプレッド7とアンサンブル平均進路予報誤
差の関係を示す。スプレッドはアンサンブルのばら
つきの程度を表わす指標であり（付録B参照）、正し

6

ここでのコントロール実験の設定は 2.9.2 の GSM0808
を導入したシステムに相当する。

7
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予報時間 6 時間毎のスプレッドを加算した値。

コントロール実験

テスト実験

図 2.9.4 2009 年 10 月 2 日 18UTC 初期値のコントロール実験（左図）とテスト実験（右図）の台風進路予報図。赤
および橙の実線は各摂動ランの、青線はコントロールランの、緑線はアンサンブル平均の進路予報を表わし、黒線
はベストトラックの進路を表わす。

更は、2010年5月に現業化された。
一方で、EPSとしてのより一層の精度向上のため
には、初期摂動作成手法の高度化のみならず、使用
する解析値の精度向上やさらなる予報モデルの性
能向上、モデルアンサンブルによるモデル誤差の適
切な取り扱い、アンサンブルメンバー数の増強など
が重要課題となる。今後はこうした課題を念頭に置
き、同じく数値予報課で開発・運用している週間
EPSとの一体的な開発を進める予定である。

い確率予報を行った場合には、スプレッドが大きい
ほど予報誤差の期待値が大きくなることが知られ
ている。今回の台風EPSの実験の場合、この関係は
必ずしも明瞭には現れていない。特にコントロール
実験では、スプレッドが小さいにも関わらず進路予
報誤差の大きい事例が見られる。一方で、テスト実
験ではこうした事例は減少している。
図2.9.6に、進路予報の信頼度別に平均したアンサ
ンブル平均進路予報の誤差を示す。ここで信頼度は
進路予報の積算スプレッドの小さい方から4:4:2に
わけ、それぞれを信頼度A,B,Cとした（すなわち、
信頼度Aが予報の信頼度が高いと期待される）。コン
トロール実験では、予報時間の後半で信頼度AとB
の平均進路予報誤差が逆転しているが、テスト実験
では逆転は起こらない。
このように、今回の改良によってスプレッドが適
切となり、確率予報としての精度が向上した。

2.9.6 まとめと今後の課題
台風EPSへ適合ガウス格子の導入に伴い改良さ
れた全球予報モデル（GSM0808）を用いた実験を
行い、台風進路予報精度の評価を行った。コントロ
ールラン、アンサンブル平均ともに予報後半で進路
予報がやや改善する結果が得られた。このことから、
GSM0808導入を含む変更は2009年6月に現業化さ
れた。
また、台風EPSの初期摂動作成方法について仕様
を変更した実験を行い、台風進路予報精度の評価を
行った。その結果、確率論的な予報に関して変更に
よる精度向上が見込まれることがわかった。この変
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図 2.9.5 FT=120 における台風進路予報の積算スプレッド（横軸：単位 km）とアンサンブル平均台風進路予報誤差
（縦軸：単位 km）の関係。実験期間は 2009 年 9 月 25 日～10 月 25 日。コントロール実験を青点、テスト実験を
赤点で表わし、コントロール実験で相対的に積算スプレッドが小さく予報誤差が大きい事例を緑丸で囲った。

テスト実験

コントロール実験

図 2.9.6 信頼度別にわけた時のアンサンブル平均進路予報誤差の平均（実線）
。それぞれ、赤・緑・青が信頼度 A・B・
C を表わしている。各予報時間のマークは、それぞれ検証に用いたサンプル数を表わす（右軸）。実験期間は 2009 年 9
月 25 日～10 月 25 日。左図はコントロール実験、右図はテスト実験の結果を表わす。
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