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1. はじめに 

気象庁は、次世代非静力学モデル asuca(河野 他
2011)の現業局地数値予報システムへの導入を目指

し、性能の検証及び精度向上のための開発を進めて

いる。また、それと並行して、その初期値作成のた

めの asuca を基にした変分法データ同化システム

(asuca-Var)の開発を進めており、現行の局地数値予

報システムとの性能比較及び検証を行っている。本

講演では、asuca-Var の設計思想、概要について紹介

し、実例を交えながら、精度向上に向けた展望を述

べる。 
2. 設計思想 

変分法データ同化システムで用いられる接線形・

随伴(TL/AD)コードは、基となる予報モデルの非線

形コード(NL)と整合している必要がある。しかし、

メソモデルとして現業運用している気象庁非静力学

モデル(JMA-NHM; Saito et al. 2006)と、メソ解析シス

テムとして運用している JMA-NHMを基にした変分

法データ同化システム(JNoVA; 本田・澤田 2010)は、

ベースとなるモデルは同一であったものの、それぞ

れ異なるコード管理の下で開発が進められたため、

結果として、両者の NL が乖離してしまっている。

このような現状の改善を目的に、NL と TL/AD を統

一的な管理の下におくこととした。具体的には、同

一ファイル内、同一サブルーチン内に NL と TL/AD
を共存させ、モードスイッチでその機能が切り替わ

るようにすることによって、NL のコードを更新す

る際に、TL/AD のコードの更新も必要となることか

ら、NL と TL/AD のコードの一貫性の維持が強制さ

れるようにした。asuca の物理過程ドライバである物

理過程ライブラリ(原 2012)においても同様な規則

を適用しており、NL との一貫性を保つよう TL/AD
の開発を進めている。 
観測演算子の実装方法についても、その汎用性や

開発効率を高めるため、モデルや同化システムへの

依存度が極力低くなるよう考慮した。例えば、観測

演算子とデータ同化システムとの接続は、定められ

た実装規則に基づいたインターフェースを介して行

うこととしている。これによって観測演算子の開発

者は、同化システムやモデル固有の処理を意識せず

に機能を実装することが可能となる。図１は、

asuca-Var と asuca、物理過程ライブラリ、観測演算

子の関係を表したものである。asuca、物理過程ライ

ブラリ、観測演算子は、それぞれ NL,TL/AD コード

を持ち、asuca-Var は、それらを連結する解析コアと

して機能する。なお、asuca-Var は、3 次元変分法

(3D-Var)、4 次元変分法(4D-Var)など、その目的に応

じて機能をオプションスイッチで切り替えることが

できるように実装されている。 
3. asuca-Var の概要 

asuca は、JMA-NHM と同じく非静力学モデルであ

り、その予報特性は JMA-NHM と大きくは変わらな

い。そのため、asuca-Var の基本的な定式化は、JNoVA
を踏襲している。asuca-Var は、JNoVA で得られた知

見を踏まえつつ、新たな設計思想の下で、asuca を基

に構築されたものである。以下では、asuca-Var の概

要を示す。なお、asuca-Var は、開発途中の段階であ

るため、今後の性能試験の結果によって仕様を変更

する可能性がある。 
・制御変数 

制御変数は、東西風 u、南北風 v、地中温度 Tg、

地上気圧 psrf、温位θ、土壌の体積含水率 wg、偽相

対湿度μ=qv/q
b
vsatである。ただし、(Tg、psrf、θ)、(wg、

μ)は、それぞれ変数間に鉛直誤差相関を考慮し、そ

れ以外の変数間に誤差相関はないものとして扱う。

また、背景誤差共分散行列計算の簡略化のために用

いる空間フィルタは、水平方向には再帰フィルタを

採用し、鉛直方向には経験的直交関数を採用した。 
・TL/AD 演算子 
前方演算子について、JNoVA では非線形演算子を

用いているが、極小値探索処理の安定化のため、

asuca-Var では、評価関数が 2 次形式を維持するよう

に接線形演算子を用いている。なお、非線形演算子

の選択も可能である。 
・拘束項 

asuca-Var の制御変数は、JNoVA 同様、質量と風の

バランスを考慮していないため、モデルの強拘束を

持たない 3D-Var では、解析場のバランスが欠如する

可能性がある。この対策として、連続の式を用いた

質量保存を拘束条件とする拘束項を実装している。

この拘束項の付加により、予報計算を開始するとき

に気圧の振動を抑える効果が確かめられている。ま

た、変分法品質管理を実装することで、データ同化

と同時に観測の品質管理を行うことができる。 

 
図 1 asuca、asuca-Var、物理ライブラリと観測演算子の

関係。 
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・背景誤差 
JNoVA では、背景誤差共分散行列を、時間・領域

一様として仮定している。一方、現実の誤差は、日

変化や地表面種別等により異なると考えられるため、

特に時間・空間スケールの小さい現象を対象とした

高解像度モデルの解析値作成においては、上記の仮

定は適当でないと考えられる。そこで、asuca-Var で
は、各格子点で背景誤差を定義するよう取り扱いを

改善した。特に、陸と海で境界層の表現に違いがあ

ることや、地中温度や土壌の体積含水率を制御変数

化したことから、海と陸で異なる鉛直誤差相関を与

えるなどの方法を実装し、その効果を調査中である。 
4. 局地数値予報システムへの適用例 

2012年 8月から現業運用が開始された局地数値予

報システムは、水平解像度 2km の局地モデル(LFM)

とその LFM に初期値を与える水平解像度 5km の局

地解析(LA)で構成される。現在の LFM は、予報モ

デルとして JMA-NHM を利用しており、LA は、デ

ータ同化システムとして JNoVA を採用している。た

だし、LA における JNoVA は、現業メソ解析で利用

されている 4D-Var とは異なり、現業運用上の厳しい

時間制限を満たすため、3D-Var と 1 時間予報を繰り

返す解析予報サイクルを採用している。また、地上

観測を同化するための改良も加えている(永戸 他 
2012)。 
図 2 に、局地数値予報システムを現業運用と同じ

く JNoVA と JMA-NHM で構成した場合と、試験的

に asuca-Var と asuca で構成した場合の解析予報実験

の結果の比較を示す。実験に用いた事例は、平成 24
年 7 月九州北部豪雨の期間内の豪雨事例である。

asuca と現業 LFM の JMA-HNM は、力学過程だけで

なく物理過程も異なるため、降水表現に細かい違い

が生じているものの、この図から、降水分布自体は

現業システムと比較して遜色ないものとなっている

ことが分かる。 
5. 今後の展望 

3D-Var は、統計的に求めた背景誤差を用いるため、

背景場の流れについての情報を解析インクリメント

に反映できない。そこで、解析に流れ依存性を考慮

するため、Buehner(2004)に基づき、asuca-Var の制御

変数を拡張した。これによって、アンサンブル摂動

を利用したハイブリッド変分法データ同化が可能と

なった。試験的に現業メソモデルの LAF アンサンブ

ルを用いて、一点観測同化実験を行った結果を図 3
に示す。この図から、3D-Var では等方的な解析イン

クリメントが計算されているが、ハイブリッド

3D-Var では、地形や背景の流れに依存したインクリ

メントが得られていることが分かる。現在、これら

と並行して 4D-Var への拡張についても進めており、

力学過程の TL/AD の構築を行っているところであ

る。将来の現業運用に向け、物理過程の TL/AD の構

築、流れ依存性を考慮した高密度・高頻度観測デー

タ同化の実現を目指し、開発を進める計画である。 
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図 2 2012 年 7 月 11 日 21UTC 初期値。予報時間 1
時間における(a) JNoVA + NHM, (b) asuca-Var + 
asuca, (c)解析雨量の一時間積算降水量。 

図 3 気温の一点観測を行った場合の(a)3D-Var、(b)ハ
イブリッド 3D-Var、(c)LAF アンサンブルによる解析
インクリメント。 


