
メソアンサンブル予報精度に対するアンサンブルサイズ依存性 

小野耕介（気象庁予報部数値予報課） 
 

１．はじめに 
 気象庁では、メソスケールの気象現象による数時

間から 1 日程度先の大雨などの顕著現象の予測を目

的に水平解像度 5 ㎞のメソモデル（MSM）を運用

し、防災気象情報や飛行場予報の作成支援を行って

いる。一方で、メソスケールの現象は時空間スケー

ルが小さいことに加え、その予測精度が初期値に含

まれる誤差に敏感なため、単一の（決定論的）予報

で 1 日程度先までの実況を捕捉することが難しい場

合がある。このため気象庁では、MSM による決定

論的予報に対して信頼度･確率情報等を付加するこ

とを目的に、次期計算機システムにおいてメソアン

サンブル予報システム（MEPS）の本運用を計画し

ており、現在試験運用に向けた開発を進めている。

試験運用では、予報の水平解像度を MSM より低解

像度の 10km にする一方、信頼度･確率情報を作成

するために、アンサンブルサイズを最大で数十程度

と多くする仕様を想定している。 
本講演では、アンサンブルサイズを決定するため

の基礎調査として、アンサンブルスプレッド･平均予

報誤差に加え、防災気象情報の支援資料となり得る

降水確率予報の精度など、様々な特性についてアン

サンブルサイズ依存性を調べた結果を報告する。ま

た MEPS の性能を詳細に把握するため、総観場別の

検証も行ったので、その結果についても報告する。 
 
２．アンサンブルサイズの予報精度への影響 
 一般に、アンサンブルサイズを増やすと確率密度

分布の推定精度が向上するため、予報精度、確率情

報としての利用価値も向上することが期待される。

特に、MEPS の主要な目的の一つである顕著現象の

予測の観点では、低頻度であっても社会的影響が大

きい現象の発生の可能性を確実にとらえるために、

十分なアンサンブルサイズを確保する必要がある。

一方で、先行研究によれば、アンサンブルサイズが

大きくなると、そのサイズを増やしたことによる予

報精度改善が緩やかになるとの報告もある。Ma et 
al.(2012)は、米国環境予測センターの全球アンサン

ブル予報システムにおいて、アンサンブルサイズを

5 から最大 80 まで変えた実験を行い、アンサンブル

スプレッドにサイズ依存性が見られないことや、ア

ンサンブルサイズが 20 を超えるとアンサンブル平

均予報に精度改善が見られないことを示している。

また Clark et al.(2011)では、水平解像度 4km の雲

解像アンサンブル予報システムを用い、降水確率予

報に対する ROC スコアについて、アンサンブルサ

イズを 17 まで増やした際のインパクトを調べ、ア

ンサンブルサイズが増えると改善が次第に緩やかに

なることを示している。したがって、利用可能な計

算機資源を踏まえた適切なアンサンブルサイズの決

定にあたっては、アンサンブルサイズと予報精度・

確率情報の特性との関係をあらかじめ調査しておく

必要がある。 
 
３．実験設定等 
 実験の主な設定を表に示す。前述の通り、アンサ

ンブル予報は水平解像度 10km で 36 時間予報を実

施した。初期値摂動には、総観規模からメソスケー

ルの現象をターゲットとするために全球モデル

（GSM）に基づく全球特異ベクトル（GSV）及び気

象庁非静力学モデルに基づくメソ特異ベクトル

（MSV）を用い(Ono et al.2010)、側面境界値摂動

には、週間アンサンブル予報から得られる摂動を用

いた。なお、モデルアンサンブル手法については、

本実験では適用していない。また初期値摂動の作成

において、各摂動の空間分布が均等な広がりを持つ

よう、全球・メソ特異ベクトルを線形結合している

ため、特定のアンサンブルメンバーが大きな成長率

を持つということはない。したがって本実験では、

最初にアンサンブルサイズ 41 の予報を行い、検証

を行う際に正･負のペアを考慮してアンサンブルメ

ンバーを 10 ずつ取り除き、アンサンブルサイズを

31、21、11 としたアンサンブルを作成し、それぞ

れに対して検証を行った。これらの実験による検証

結果を、以下では M41 などと表す。 
 
４．アンサンブルサイズと計算機資源 

MEPS の試験運用を想定した場合のアンサンブ

ルサイズの計算時間への影響は、アンサンブル予報

部分のみであり、摂動作成部分の影響は小さい。そ

の理由は、初期値摂動用の GSV の計算が、その計

算に必要な全球速報解析作成を待つ必要があるのに

対し、それまでの間に MSV の計算を終えるのに十

分な時間があるためであり、また GSV は算出数を

増やしても計算コストが小さいためである。また、

気象庁のスーパーコンピュータでは、水平解像度

10km で 36 時間の 1 メンバー予報を行う場合、8 ノ

ードを割り当てると 15 分程度かかる。したがって、

アンサンブルサイズを 10 減らす場合、10 メンバー

の予報を並列に実行すると想定すると、80 ノード×

15 分程度の計算機資源の節約となる。 
 表：実験設定 

アンサンブル摂動作成 
初期値摂動 全球・メソ特異ベクトル法

側面境界値摂動 週間 EPS 摂動 
モデルアンサンブル 考慮せず 

アンサンブル予報 
初期値･境界値 メソ解析・GSM 予報値 
予報モデル 気象庁非静力学モデル 
予報モデル格子間隔 10km 
予報時間 36 時間 
アンサンブルサイズ 11, 21, 31, 41 
実験期間 2012 年の降水事例 

計 48 初期値 



 

５．統計検証結果 
本実験の対象とした事例は、2012 年に温帯低気圧、

台風、梅雨前線及び下層擾乱を伴わない上層寒気に

よって日本列島で顕著な降水があった事例で、それ

ぞれ 12 初期値の計 48 初期値である（以下、それぞ

れ”温低”、”台風”、”梅雨”、”寒気”と表す）。 
（１）アンサンブルスプレッド・平均予報誤差 

アンサンブルスプレッドの時間発展については、

どの要素に対してもアンサンブルサイズが 11 から

21 に増えるとスプレッドが増加する効果が確認で

きたが、21 以上に増やしてもスプレッドは変わらな

かった。また事例別に見ると、”梅雨”と”寒気”では

どの要素でもアンサンブルサイズによる差は小さか

った。 
ラジオゾンデ観測値を真値として求めたアンサン

ブル平均予報誤差については、高度を除いてアンサ

ンブル平均予報がコントロール予報を改善しており、

予報時間とともに改善幅は大きくなっていた。アン

サンブルサイズ依存性については、前述のアンサン

ブルスプレッドのサイズ依存性に対応して、アンサ

ンブルサイズを 11 から 21 に増やすと改善が見られ

るが、それ以上サイズを大きくしても改善は見られ

なかった。全球 EPS（Buizza and Palmer 1998; Ma 
et al. 2012）と比較すると、アンサンブル平均予報

の改善にインパクトのあるアンサンブルサイズ数は

20 程度と同程度であるが、MEPS ではその影響が

予報初期から見られ、全球 EPS の 2~3 日後と比べ

ると早くなっている。これは水平解像度の高い

MEPS では、予報の早い段階から誤差の時間発展が

非線形的であるためと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）降水確率検証 
図 1(a)に降水確率予報に対するブライアスキルス

コアを示す。アンサンブルサイズを 11 から 21 に増

やすことで、強い降水ほどスコアが改善しているこ

とがわかるが、ここでも 21 以上のサイズでは改善

が見られない。この特徴は、信頼度･分離度に分解し

た検証、事例別の検証でも見られた（図略）。 
 次に確率予報値毎の性能を比較するため、ROC 曲

線を図 1(b)に示す。この図では、左上側にプロット

があるほど捕捉率が高く、誤検出率が低い。したが

って、曲線の下側の面積が大きいほど良い確率予報

であることを示す。また、一般に図の上側のプロッ

トほど確率予報値は小さい。この図より、アンサン

ブルサイズが大きいほど、面積は大きくなっている

ことがわかる。これはアンサンブルサイズが大きい

ほど、より多くの降水シナリオを提供でき、捕捉率

が向上したためと考えられる。特に強い雨ほど、低

確率予報値において誤検出率の増加に比べ捕捉率の

増加が大きく、サイズが大きいほど面積のサイズ依

存性が大きかった（図略）。 
以上の降水確率予報を、ユーザー側の視点でその

有用性を検証したのがコストロス（C/L）解析であ

る（図 1(c)）。図より、C/L 比の大きい（現象発生に

よる損失額が相対的に小さい）ユーザーにとって、

アンサンブルサイズを増やすことによる損失軽減率

の向上は見られないことがわかる。一方で、C/L 比

の小さい（現象発生による損失額が相対的に大きい）

ユーザーに対して、アンサンブルサイズが大きいほ

ど損失軽減率は大きいこともわかる。事例別にみる

と、”台風”以外の事例で強い雨ほどこの傾向が顕著

であった。Richardson(2001)によると、発生率が小

さい稀な現象において、C/L 比の小さいユーザーの

損失軽減率が大きくなることが理論的に示されてい

る。実際に今回の事例別実験では、”温低” や”寒気”
など強い降水の頻度が小さかった事例では、C/L 比

の小さいユーザーの損失軽減率が大きくなっていた。

これは、C/L 比が小さいユーザーにとっては、アン

サンブルサイズを大きくすることで、ROC 曲線で見

たように強雨の捕捉率が向上し、稀な現象を捕捉で

き、ユーザーに大きな損失軽減をもたらすためと考

えられる。 
 
６．まとめ 
 以上、アンサンブル予報精度に対するアンサンブ

ルサイズ依存性を調べた結果、アンサンブルスプレ

ッド･平均予報誤差及び降水確率に対するブライア

スキルスコアについて、アンサンブルサイズを 11
から 21 に増やすと改善がみられたが、それ以上で

は改善は見られなかった。一方、強い降水ほど、ア

ンサンブルサイズの増加とともに捕捉率が向上し、

特にC/L比の小さいユーザーにとって損失軽減につ

ながることがわかった。 
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図 1 3 時間積算降水

量に対する（a）ブライ

アスキルスコア（横軸

は降水量閾値)、（b）閾

値 20mm に 対 す る

ROC 曲線（縦軸が適中

率、横軸は誤検出率）

であり右下に拡大図を

付す、（c）閾値 20mm
に対する C/L 解析図

（縦軸が損失軽減率、

横軸がコストロス比）。

全て予報時間平均した

もので、全事例による。
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