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the North Pacific, possibly explaining the correct de-
velopment of blocking over the Rocky Mountains. The
RMSE for the NCEP control run was about twice as
large as that for the JMA control run at a lead time of
72 h. In addition, the NCEP control run had a small

negative forecast error over the northern Rocky
Mountains at a 72-h lead time, corresponding to a small
trough; the JMA control run did not produce this error.

With increasing forecast time, the negative error (the
trough) over the northern Rocky Mountains in the

FIG. 3. Time evolution of 500-hPa height (contours) and forecast errors (shading: forecast minus analysis) for (a) JMA analysis, (b) JMA
EPS control run, (c) NCEP EPS control run, and (d) JMA GSM run from the NCEP control analysis. The initial time is 1200 UTC 10 Dec
2005. The thick contours indicate 5500 gpm. RMSE [unit: geopotential meter (gpm)] is calculated using each analysis, which is defined as
each control run at the initial time, over the blocking region (208–808N, 1708E–1008W).
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たすき掛け実験
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JSPS科研費基盤B 26282111 台風進路予測の変動メカニズムの解明（2014～2019）



現業数値予報モデル

JMA GSM 気象庁
研究目的 
再配布禁止 

改変を気象庁に提供

NCEP GSM NCEP 不明

OpenIFS ECMWF

教育研究目的 
即時情報提供不可 
再配布禁止



NCEP GSM
• http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/codes/nwprod/
• モデル本体: gsm.v12.0.1

• ライブラリ: sigio, w3nco, w3emc, sp, bacio, nemsio, gfsio, gfsio, 

sfcio, landsfcutil, ip
• ツール: chgres, postgp

• ファイル: 座標，気候値，植生，地形等
• 改変: J. Whitaker gfs-dycore https://code.google.com/p/gfs-dycore/

• 移植: 京大（宮地・榎本）  
メリーランド大学（宮地, G.-Y. Lien）理研AICS（G.-Y. Lien）



OpenIFS

• https://software.ecmwf.int/wiki/display/OIFS
• CY38r1
• ライブラリ: grib_api

• ビルド: 環境変数設定，fcm

• ファイル: 気候値，T21サンプル
• テスト: 逐次，OpenMP並列，MPI並列，ハイブリッド並列
• ライセンス: 20か国40機関 京大防災研，筑波大CCS, JAMSTEC



Computational performance
Time required for 24 hr forecast
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Yamaguchi et al. 2012 

iJMA/JMAは西進
iEC/JMAは転向

Lupit



宮地哲朗 H25年度修士論文

iJMA/NCEPは西進
iEC/NCEPは転向
初期値依存性を確認



Yamaguchi et al. 2012 

iJMA/JMAも 
iEC/JMAも 
北進バイアス

Parma



宮地哲朗 H25年度修士論文

iJMA/NCEP 
北進バイアス低減
モデルにも依存



2013年台風第3号Yagi
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経路は初期値に
中心示度はモデルに依存



まとめ

• 予測可能性は初期値及びモデルに依存

• 複数のモデルと複数の解析値のたすき掛け実験

• パソコンやスパコン上で現業数値予報モデル


