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１． はじめに 

平成 24 年 7 月 11 日から 14 日にかけて，九州北部

を中心として集中豪雨が発生した．熊本県阿蘇市で

は 100mm 以上の 1 時間降水量，500mm 以上の 24 時

間降水量を記録し，それぞれ観測史上 1 位の値を更

新した．河川の氾濫や土石流が発生し，特に九州北

部を中心として甚大な住家損壊，土砂災害，浸水害

等をもたらしている．今回のような顕著事例を決定

論的予報で正確に把捉することは未だ困難であり，

高解像度データ同化手法やアンサンブル手法に基づ

く確率予測の有用性が期待されているところである． 

ここでは，気象庁非静力モデル(NHM)を基にした

局所アンサンブル変換カルマンフィルタ(LETKF)を

用いた実験システム(NHM-LETKF)を構築し，本事例

へ適用することで局所豪雨事例への有用性について

調査を行った．アンサンブルカルマンフィルタは従

来の変分法に基づくデータ同化手法とは異なり，ア

ンサンブル予報によって得られる流れに依存した予

報誤差情報をデータ同化に直接取り込むことができ

るため，特に予報誤差が統計的な誤差情報から逸脱

するであろう局所的大雨や台風等の極端現象の解析

精度の向上に有用であると考えられる．また，デー

タ同化プロセスによって生成される解析誤差情報に

基づくアンサンブル摂動を初期摂動に用いることで，

初期値に含まれ得る不確実性を反映したアンサンブ

ル予報が可能となる． 

 

２． 実験概要 

 実験ではまず，水平解像度 15km，鉛直 50 層の

NHM-LETKF による予報・解析サイクルを実行した．

実験領域およびデータ同化に用いられるモデルの解

像度は，当時の現業メソ解析と同じ設定である．ア

ンサンブルメンバー数は 50 とし，側面境界摂動には

気象庁全球週間アンサンブル予報から抽出した摂動

成分を利用した．観測データとして，品質管理済み

の気象庁 CDA データ(衛星の輝度温度や解析雨量等

を除く)を用いた．同化ウィンドウは 6 時間であり，

観測データの持つ情報を有効に利用するため解析時

刻の前後 3 時間の観測データを同化している．実験

対象は 7 月 12 日の豪雨で，豪雨発生から 10 日以上

前の，2012 年 7 月 1 日 0600UTC からデータ同化サ

イクルを開始した．延長予報は水平解像度 5km の

NHM (5km-NHM)を用いて行った． 

 NHM-LETKF には，1way ネスティングによるデー

タ同化サイクル実行オプションが備えられている．

ここでは強雨の定量的予測精度向上を目的とし，水

平解像度 15km の予報・解析サイクルを親モデルと

した，九州付近をターゲットとする水平解像度 5km

の NHM-LETKF を実行した．ネストされたデータ同

化サイクルでは，解像度の向上の他に，親モデルの

アンサンブル摂動を境界摂動として利用できるとい

った利点がある．ネストされた NHM-LETKF で求め

られた水平解像度5kmの解析値を初期値とした延長

予報には，水平解像度 1km の NHM(1km-NHM)を用

いた． 

 
３． 実験結果 

 まず，気象庁非静力学メソ 4 次元変分法(JNoVA)

とNHM-LETKFによる解析値をそれぞれ初期値とし

た 5km-NHM による決定論的予報について検証を行

った．図 1は初期時刻を 7 月 10 日 12UTC から 7 月

13 日 12UTC までの 6 時間おきとした，全 13 予報事

例において平均されたスレットスコアおよびバイア

ススコアである．NHM-LETKF では JNoVA とは異な

り解析時刻の後 3 時間の観測データも同化している

ため公平な比較とは言い難いものの，弱雨を除き

LETKFでは JNoVAと遜色ない結果が得られており，

強雨に対する LETKF の捕捉率の高さが特徴的であ

る．検証期間には今回の実験対象とした大雨も含ま

れているため，顕著現象時に流れに依存した予報誤

差が利用できたことが強雨に対するスコアの改善に

大きく寄与していると考えられる．また，弱雨に関

しては LETKF のスコアが低下しているが，これは

LETKF では JNoVA で同化している衛星観測や解析

雨量データを用いていないためであると考えられる． 

次に 7 月 11 日 06UTC を初期時刻とした JNoVA，

LETKF 実験における 18 時間予報および対象時刻の

解析雨量を図 2に示す．LETKF 実験では，九州地方

における降水予測が JNoVA に比べ改善され，持続的

な強雨を表現することができている．全 51 メンバー

によるアンサンブル予報に基づく確率予報では，7

月12日00UTCにおける前3時間積算降水量で50mm

を閾値とした場合，24 時間予報で 50%，18 時間予

報で 70%程度の確率で降雨を捕捉できていたことが

わかった(図 3)．これらの確率予測は，各アンサンブ

ル予報の降水量最大値から見積もられる最悪シナリ

オと合わせ，災害時の意思決定プロセスに寄与する

ものと期待される． 

 上記の実験で得られた降水強度には，観測に比べ

過小評価傾向が見られた．そこで，ネスティングに



よる水平解像度 5km の NHM-LETKF によるデータ

同化実験を行い，得られた解析値を初期値として

1km-NHM を実行した．これに加え，高解像度デー

タ同化の強雨の定量的予測に対するインパクトにつ

いて調査するため，ネスティングによるデータ同化

を行わずに 5km-NHM から単純にダウンスケールし

た 1km-NHM を実行した．図 4 にそれぞれの実験に

おける 1km-NHM の 6 時間予報(対象時刻は図 1と同

じ)における前 3 時間積算降水量を示す．降水の発生

時間および位置を正確に再現することは依然として

困難であるものの，ネスティングによる同化を行っ

た実験では定性的に解析雨量に近い降水が再現され，

同化を行わない実験に比べ，3 時間積算で 50mm 以

上降水量が増加している地点もあった．これは局所

的大雨事例への高解像度データ同化の有用性を示唆

する結果となっている． 

 

４． まとめ 

 NHM-LETKFを平成 24年 7月九州北部豪雨に適用

し，テータ同化実験およびアンサンブル予報実験を

行った．本事例に関しては，4 次元変分法による初

期値を用いた場合と遜色ない決定論的予報結果が得

られた上，アンサンブル予報が強雨の捕捉に有効で

あることがわかった． 

また，実験システムにネスティング手法を実装し，

大雨事例に応用することでその有用性を示すことが

できた．ただし，大雨の位置を正確に予測すること

は未だ困難であり，今後はレーダーデータや地上観

測を有効利用することで，予測精度向上を図る予定

である． 
 

 

 

図 1.  JNoVAおよび NHM‐LETKFの解析値を初期値とした決

定論的予報の検証結果(検証期間 7 月 10 日 12UTC から 7

月 13 日 12UTC までの 6時間おき全 13事例)．(a) 12時間予

報のスレットスコア，(b)  12 時間予報のバイアススコア，

(c)  24時間予報のスレットスコア，(d)  24 時間予報のバイ

アススコア． 

 

図 2. 7月 11日 06UTCを初期時刻とした 5km‐NHMの 18時

間予報における前 3時間積算雨量．(a) JNoVAからの予報，

(b) NHM‐LETKF からの予報，(c)  解析雨量． 

 

 

図 3.  2012 年 7 月 12 日 00UTC における，水平解像度 5km

のアンサンブル予報に基づいた 3 時間積算 50mm 以上の

降水の発生確率．予報時間はそれぞれ，(a) 36時間，(b) 30

時間，(c) 24時間，(d) 18時間，(e) 12時間，(f) 6時間． 

 

 

図 4.  水平解像度 5kmのNHM‐LETKFによる解析値を初期値

とした水平解像度 1kmの NHMにより再現された 1時間積

算降水量．予報時間は 6時間，対象時刻は 2012 年 7 月 12

日 00UTC．(a) 5km‐NHMからダウンスケールした場合，  (b) 

ネスティングしたNHM‐LETKFによる解析値を用いた場合． 
 
 
 

謝辞 

本研究は，文部科学省の HPCI 戦略プログラムの助成を受

けたものである．計算結果は理化学研究所のスーパーコン

ピュータ「京」を利用して得られたものである（課題番

号:hp120282）． 


