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アプリケーショラボでは、大気海洋結合大循環モデル SINTEX-Fを基盤とした全球規模のリアルタイム -アンサンブル季
節予測システムを準リアルタイムで運用し、毎月季節予測情報をメールやインターネットを使ってステークホルダーに配
信してきた。2017年度は、ラニーニャ現象や正のインド洋ダイポールモード現象の発生予測に成功した。これらの気候変
動現象は世界の至る処で天候異常を引き起こしたが、それらの予測の検証も実施した。アプリケーションラボのサイトや
海洋研究開発機構のニュースサイトで、それら予測情報を世界に先駆けて積極的に配信した。特に、季節予測情報を一般
向けにわかりやすく解説した記事をブログ形式で配信するサイト”季節ウオッチ”（2016年 4月に開設）を使って、予測情
報の配信記事と、予測の検証（答え合わせ）記事、合わせて 12の記事を 2017年度に配信した。SINTEX-Fの従来のサイト
と合わせると、毎月約 14000のアクセスがある。
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1.	 課題概要
“自然災害をもたらす現象の高精度な事前予測の実現
（第 3期中期計画前文より）”に資するため、日欧協力によっ
て開発された大気海洋結合大循環モデル SINTEX-Fを基
にした全球規模のリアルタイム -アンサンブル季節予測シ
ステム”SINTEX-F季節予測システム”を開発した（Luo 
et al. 2005）。2005年から準リアルタイムで運用し、毎月
季節予測情報をメールやインターネットを使ってステー
クホルダーに配信しており（http://www.jamstec.go.jp/frcgc/
research/d1/iod/seasonal/overview.html）、現在までの実績
から、世界でも高い信頼を得ている。このシステムを更
に発展させるための基盤研究は別課題“海洋観測データ
を融合した確率論的な数理季節予測システムの開発”で
行っている。それとは別に、本課題では、“社会に利活用
可能な付加価値情報を創出するため（第 3期中期計画５-
② -ハ）”、オペレーション化させた季節予測システムを準
リアルタイムに運用し、予測情報を配信すると共に、そ
の予測精度を検証すること目的としている。さらに、こ
れら季節予測情報を“効果的に社会に還元する具体的な
方法（第 3期中期計画５-② -ハ）”について、受託研究、
共同研究と連携し発展させる『環境研究総合推進課題 [2-
1405,最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測と
その社会応用 ]、SATREPS感染症課題 [南部アフリカにお
ける気候予測モデルをもとにした感染症流行の早期警戒
システムの構築 ]、（独）農業環境技術研究所との共同研
究など』。
本年度は、特に一般向けの情報配信を強化した。

2.	 季節ウオッチの更新
SINTEX-F季節予測システムは、2005年から準リアル
タイムで運用し、毎月季節予測情報をメールやインター
ネットを使ってステークホルダーに配信しており、現在
までの実績から、世界でも高い信頼を得ている。そのサ
イト（http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/seasonal/
overview.html）は、研究者にとっては使いやすいもので
あるが、一般向けの情報配信サイトとしては難解である
との指摘があった。そこで、毎月の季節予測情報を一般
向けにわかりやすく解説した記事をブログ形式で配信す
るサイト”季節ウオッチ”を新たに開設した （http://www.
jamstec.go.jp/aplinfo/climate/）。2016年 4月から開設し、30
以上の記事を配信した。季節ウオッチは毎月約 7000近く
のアクセスがあり、SINTEX-Fの従来のサイトと合わせる
と、毎月約 14000のアクセスがあった。本年度は、予測
情報の配信記事と、予測の検証（答え合わせ）記事、合
わせて 12の記事を新たに配信した。図１で見られるよう
に、SINTEX-F季節予測関連のウェブサイトのアクセス数
は順調に増加しており、特に一般向けに対しての季節予
測の情報発信について、成果が確認できる。

3.	 季節予測の検証
3.1	 2017 年夏の予測
図 2は、エルニーニョ現象やラニーニャ現象の発生を

判断する際によく使われる指標 Nino3.4（熱帯太平洋東
部で領域平均した海面水温がどの程度平年値からずれて
いるか（偏差と呼ぶ）を示す数値。単位は°C）の 2017
年の推移を表している。青が観測、つまり実際の値であ
る。2016年秋頃からの「ラニーニャ現象のような状態」
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は、その後は徐々に暖まり、2017年 2月にはほぼ平年並
みに戻った（2016年 9月から 2017年 3月までの熱帯太平
洋の状態はむしろ「ラニーニャモドキ現象」が発生して
いると言ったほうがよい）。その後も徐々に暖まり、2017
年 5-6月には 0.5ºC 近くになっている。この時、そのまま
もう少し暖まっていけば、エルニーニョ現象の発生と呼
んでいいかもしれない状況であった（季節ウオッチでは、
Nino3.4が 0.5ºC を超えるとエルニーニョ現象が発生して
いるとみなす）。しかし、7月になると徐々に冷えはじめ、
8月にはほぼ 0ºCになった。結果、2017年夏の熱帯太平
洋は、エルニーニョともラニーニャとも言えないほぼ平
年並みの状態だと言える。2017年 6月 1日時点でのアプ
リケーションラボの予測シミュレーションの結果を赤色
の線で示してある。予測初期の 6-7月では、赤色の線が青
色の線がよく一致している。8月になると、青色の線が急
に赤色の線の下に位置することとなり、予測は 7月から
8月にかけての“冷え”を捉えていないことが確認でき
た。とは言え、この夏に熱帯太平洋では典型的なエルニー
ニョ・ラニーニャ現象は発生せず、平年並みの状態で推

移していく様子はよく予測できていたと言える。
アプリケーションラボの予測システムがエルニーニョ
予測に関して世界最先端であることは既に学術的にも認
められている（Luo et al. 2005; Jin et al. 2008）。
インド洋ダイポールモード現象の指標 DMI（熱帯イン

ド洋の海面水温偏差の東西差を示す数値。単位は°C）を
みると（図 3）、4月から正のイベントが発達し、その後、
8月まで、持続していることが分かる。2017年 6月 1日
時点でのアプリケーションラボの予測シミュレーション
の結果（赤色の線）は、観測（青色の線）の値を 2倍程
度に過大評価しているが、正のイベントが持続する傾向
は予測できていた。インド洋ダイポールモード現象の予
測は、エルニーニョ現象の予測に比べて、難しく、未だ
科学的にもチャレンジングな課題とされている。アプリ
ケーションラボではその予測精度向上のための努力を続
けている（別課題“海洋観測データを融合した確率論的
な数理季節予測システムの開発”を参照）。その成果の一
部は Doi et al. (2016, 2017)として出版されている。
次に、2017年夏（2017年 6月から 8月の平均）におけ
る海表面水温の平年値からの差を見る。図 4（左）は実際
の状況（正確には米国 NOAA/OISSTの観測データ）で、
暖（寒）色が平年より水温が高（低）いことを示している。
図 4（右）が 2017年 6月 1日からの予測値である（つま
り 6/1時点から 1-3ヶ月先の将来予測）。概ね予測に成功
していると言えるが、よく見ると、インド洋東部の平年
より低い水温が、予測では過大評価されている。これは
前述した通り、正のインド洋ダイポールモード現象の予
測の過大評価に依るものである。またフィリピン海の高
い水温は、予測では過少評価されている。
次に、2017年夏（2017年 6月から 8月の平均）におけ
る地上気温の平年値からの差を見る。図 5（左）は実際の
状況（正確には米国 NCEP/NCARから配信される再解析
データ）で、暖（寒）色が平年より気温が高（低）いこ
とを示している。図 5（右）が 2017年 6月 1日からの予
測値である（つまり 6/1時点から 1-3ヶ月先の将来予測）。

図 2 エルニーニョ /ラニーニャ現象の指標 Nino3.4（単位は°C）
の現在までの推移と 2017年 6月 1日から開始した予測値
の比較。青色の線が観測値、グレー色の線が僅かに異なる
条件で計算した 9つの予測値、赤色の線が 9つの予測値の
平均値。

図 3 図 1と同様だが、インド洋ダイポールモード現象の指標
DMIについての図（単位は°C）

図 1 SINTEX-F季節予測関連のウェブサイトのアクセス解析（美
山主任研究員の提供）
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概ね予測に成功したと言えるが、例えば、欧州北部、ア
フリカ南東部、北米大陸東部などで予測が外れている。
残念ながら、日本列島の中央部から北部にかけての不順
な夏についても予測が外れている。
最後に 2017年夏（6-8月平均）における降水量の平年

値からの差を見る。図 6（左）は実際の状況（正確には
CMAPと呼ばれる観測データ）で、緑（茶）色が平年よ
り多雨（少雨）であることを示している。図 6（右）が
2017年 6月 1日からの予測値である。熱帯太平洋上や熱

帯インド洋上の降水分布はよく似ている。特に、上述し
た正のインド洋ダイポールモード現象の影響でインド洋
東部が少雨傾向になる特徴がよく予測できている。陸上
では、インドネシアのジャワ島やスマトラ島の一部での
乾燥傾向、豪州の乾燥傾向、ブラジル北部の乾燥傾向が
予測できていた。しかし、フィリピン海の少雨、日本を
含む中緯度域の降水分布（例えば、カナダ南部、北米北部、
欧州南部、南アフリカ、東アフリカの乾燥傾向）などに
ついては、予測が外れている。

図 4 2017年夏（2017年 6月から 8月の平均）における海表面水温の平年値からの差（単位は ºC）。左図は実際の状況（正確には米国
NOAAから配信される観測データ）で、右図が 2017年 6月 1日からの予測値。 

図 5 2017年夏（2017年 6月から 8月の平均）における地上気温の平年値からの差）単位は ºC）。左図は実際の状況（正確には米国
NCEP/NCARから配信される再解析データ）で、右図が 2017年 6月 1日からの予測値。

図 6 2017年夏（2017年 6月から 8月の平均）における降水量の平年値からの差（単位は mm/day）。左図は実際の状況（正確には
CMAPと呼ばれる観測データ）で、右図が 2017年 6月 1日からの予測値。
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3.2	 2017/18 年冬の予測
図 7は、エルニーニョ指標 Nino3.4の 2017年後半の推
移で、青色の線が観測値、つまり実際の値である。2017
年 8月頃には 0ºC近くだった Nino3.4指標は、その後ぐん
ぐん下がり、9月頃には -0.5ºC近くに達した。ラニーニャ
現象が発生した状態だと言える。その後も下がり続け、
2018年 2月には -1ºC近くに達した。3月に入っても熱帯
太平洋は、ラニーニャ現象が発生していた状態だと言え
る。2017年 11月 1日時点でのアプリケーションラボの予
測シミュレーションの結果は赤色の線で示してある。予
測初期の 11-12月では、赤色の線と青色の線がよく一致し
ている。1月から 2月にかけて、青色の線が赤色の線の下
になり、予測は 1月から 2月にかけてのラニーニャ現象
の“発達具合”を過小に予測していたことがわかる。こ
れは、僅かに異なる条件で計算した 9つの予測値の平均
値についての議論である（アンサンブル平均予測と呼ば
れる）。確かに 9つの予測の平均値（アンサンブル平均値）
では過小予測いるが、9つの予測の内、3つは 1-2月のラ
ニーニャ現象の振幅を的確に予測していた。本レポート

では、主に、アンサンブル平均値と、観測との比較に基
づく記述をするが、確率論的な予測については、別の機
会に解説することとしたい。
次に、2017/18年冬（2017年 12月から 2018年 2月の平
均）における海表面水温の平年値からの差を見る。図 8左）
は実際の状況（正確には米国 NOAA/OISSTの観測データ）
で、暖（寒）色が平年より水温が高（低）いことを示す。
図 8（右）が 2017年 11月 1日からの予測値である（つま
り 11/1時点から 2-4ヶ月先の将来予測）。概ね予測に成功
していると言えるが、よく見ると、熱帯太平洋東部（西部）
の平年より低い（高い）水温が、予測では過小評価され
ている。これは前述した通り、ラニーニャ現象の予測の
過小評価によるものである。
次に、地上気温の平年値からの差を見てみる。図 9（左）

は実際の状況（正確には米国 NCEP/NCARから配信され
る再解析データ）で、暖（寒）色が平年より気温が高（低）
いことを示している。図 9（右）が 2017年 11月 1日から
の予測値である（つまり 11/1時点から 2-4ヶ月先の将来
予測）。実際の状況をみると、ユーラシア大陸の中央部か
ら東部に渡り広い範囲で、低温傾向が目立つ。日本列島
や米国北部からカナダにかけても低温傾向であった。残
念ながら、これらの低温傾向については予測が外れてい
る。一方で、ユーラシア大陸西部、アフリカ中央部、中
国南東部、豪州東部、南アメリカ大陸北部、中央アメリカ、
米国南西部などの高温傾向や、インドシナ半島、北欧、サ
ウジアラビアの低温傾向については予測が成功している。
最後に降水量の平年値からの差を見る。図 10（左）は

実際の状況（正確には CMAPと呼ばれる観測データ）で、
緑（茶）色が平年より多雨（少雨）であることを示している。
図 10（右）が 2017年 11月 1日からの予測値である。熱
帯太平洋の降水分布はよく似ている。これは、前述した
通り、ラニーニャ現象の予測が成功していたことと関係
している。一方で、熱帯インド洋の降水分布は外れている。
陸上では、中東付近の乾燥傾向、中国東部から日本南部
にかけての乾燥傾向、米国西部の乾燥傾向、ブラジル中
央部の多雨傾向は比較的良く予測できた。一方で、アフ
リカ南部の乾燥傾向、豪州東部の乾燥傾向、南アメリカ

図 7 エルニーニョ /ラニーニャ現象の指標 Nino3.4（単位は°C）
の現在までの推移と 2017年 11月 1日から開始した予測値
の比較。青色の線が観測値、グレー色の線が僅かに異なる
条件で計算した 9つの予測値、赤色の線が 9つの予測値の
平均値。

図 8 2017/18年冬（2017年 12月から 2018年 2月の平均）における海表面水温の平年値からの差（単位は ºC）。左図は実際の状況（正
確には米国 NOAAから配信される観測データ）で、右図が 2017年 11月 1日からの予測値。
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大陸南部の乾燥傾向などは予測できなかった。

3.3	 予測の検証の意義
予測の検証は、更なる予測精度の向上に向けた研究の
ために重要な作業である。観測データによる検証こそが
予測科学を強く鍛えてくれると言える。このようなプロ
セスで発展してきたのが毎日の生活に欠かせない天気予
報である。季節予測研究もこのような検証に基づいた研
究開発を地道に展開していくことで、社会へのよりよい
サービスを可能にしていくであろう。世間を賑わす地球
温暖化問題とその対策が重要であることは間違いないが、
既に頻発している異常気象への差し迫った適応策として、
今後も季節予測の精度向上の努力が必要である。今後も季
節の変わり目（3ヶ月に 1度程度）に、このような「答え
合わせ」について「季節ウオッチ」で掲載する予定である。
予測は現象の物理的理解の結晶であると言える。予測
のはずれにはまだ理解しきれていない何かが隠されてい
ると考えられる。アプリケーションラボでは、このよう
な予測の検証を基盤に、予測外れの理由を解明し、予測
を改善する研究を続けている。例えば、予測を外してし
まうメカニズムの理解や、予測シミュレーション技術の
発展（気候モデルや初期値の取り扱いなど）、決定論的予
測と確率論的な予測の利用法、あるいは予測が潜在的に
どこまで可能なのかの理論的解明などを進めている。特

に海洋の初期値作成スキームの開発について、別の所内
課題“海洋観測データを融合した確率論的な数理季節予
測システムの開発”で実施中なので参照して頂きたい。
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SINTEX-F予測システムのプロトタイプ開発に Jing-Jia 

Luo博士 , Sebastian Masson博士 , 佐々木亘博士 , および欧
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自然気候変動現象の予測とその社会応用 "）　や、AMED-
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ける気候予測モデルをもとにした感染症流行の早期警戒
システムの構築 ]の補助を受けている。
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図 9 2017/18年冬（2017年 12月から 2018年 2月の平均）における地上気温の平年値からの差（単位は ºC）。左図は実際の状況（正
確には米国 NCEP/NCARから配信される再解析データ）で、右図が 2017年 11月 1日からの予測値。

図 10 2017/18年冬（2017年 12月から 2018年 2月の平均）における降水量の平年値からの差（単位は mm/day）。左図は実際の状況（正
確には CMAPと呼ばれる観測データ）で、右図が 2017年 11月 1日からの予測値。
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1. New website “Climate Watch” 
We have opened a new website “Climate Watch” to provides 

seasonal climate prediction information based on the SINTEX-F 
system developed at JAMSTEC/APL (Luo et al. 2005).  Now, 
the related websites receive about 14,000 hits per month (Fig. 1).

2. Verifying the 2017 summer prediction
The observations show that a positive Indian Ocean Dipole 

(IOD) has developed in spring 2017 and continued through the 
August, with the IOD index exceeding +0.5 ºC (blue line in Fig. 2). 
The SINTEX-F prediction initialized on June 1 overestimated 
the development of the IOD by a factor of roughly 2 (red line in 
Fig. 2). Nevertheless, our model did capture the continuing IOD 
event. It is well known that the IOD is tougher to predict than the 
ENSO. Recent development of the SINTEX-F model has led to 
some improvement in IOD prediction (Doi et al. 2016; Doi et al. 
2017) but obviously there is still room for improvement.
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Next we take a global view in Fig. 3, which shows SSTs 
averaged from June through August for the NOAA OISST 
observations (left) and the SINTEX-F prediction initialized on 
June 1 (right). While the model does fairly well in the overall 
patterns, the over-prediction of the IOD is evident by the 
excessive cooling in the eastern Indian Ocean. Also, the warm 
SST anomalies predicted in the Philippine Sea are weaker than 
observed.

Surface air temperature predictions for the summer of 
2017 are shown in Fig. 4. The left panel shows the surface 

Fig. 2 Observations (blue) and SINTEX-F ensemble mean prediction 
(red line) of the Indian Ocean Dipole Mode Index, which 
measures the east-west temperature difference in the tropical 
Indian Ocean. The prediction was initialized on June 1, 2017. 
Individual ensemble members are shown as grey lines. The 
values denote the departure of the index from average conditions 
(i.e. anomalies). The units are degrees Celsius.

Fig. 1 The number of visitors on the SINTEX-F websites (compiled by 
Dr. Miyama)
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air temperature anomalies in the NCEP/NCAR reanalysis (a 
product that combines observations and model simulation to 
obtain a best estimate of climate conditions), while the right 
panel shows the SINTEX-F predictions. Both are averaged from 
June through August. Since the model was initialized on 1 June, 
2017, the shown predictions are for temperatures 1 to 3 months 
ahead. By and large the prediction was successful but there 

are some regions where it was not, such as northern Europe, 
southern Africa, and eastern North America. Unfortunately, the 
Japanese Archipelago also belongs to that latter group.

Finally, let’s take a look at the rainfall prediction for summer 
2017 (averaged from June through August). The left panel of 
Fig. 5 shows the CMAP observations, while the right panel 
shows the SINTEX-F prediction initialized from June 1. For 

Fig. 3 Sea-surface temperature (SST) anomalies for the period June through August 2017 from NOAA/OISST observations (left) and the SINTEX-F 
prediction initialized on 1 June 2017 (right). Blue shading means cooler than average, red shading means warmer than average.

Fig. 4 Surface air temperature anomalies for the period June through August 2017 from NCEP/NCAR reanalysis (left) and the 
SINTEX-F prediction initialized on 1 June 2017 (right). Blue shading means cooler than average, red shading means warmer than 
average.

Fig. 5 Rainfall anomalies for the period June through August 2017 from CMAP observations (left) and the SINTEX-F prediction initialized on 1 June 
2017 (right). Brown shading means drier than average, green shading means wetter than average.
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the tropical Pacific and Indian Ocean, the prediction agrees 
quite well with the observations. In particular the signature of 
the above-mentioned positive IOD, with decreased rain over 
the equatorial Indian Ocean, is well reproduced by the model. 
The model also correctly predicted drier conditions over Java, 
Sumatra, Australia and northern Brazil. On the other hand, the 
below normal rainfall over the Philippine Sea was not predicted 
by the model. The prediction also failed in many midlatitude 
areas, including Japan. Obviously, much work remains to be 
done.

For researchers, forecast verification offers the opportunity 
to identify areas that are in need of further improvement. 
The comparison between forecast and observation forms the 
basis for predictability research and future improvement. The 
improvement of weather forecasts, which have become an 
indispensable part of our lives, was achieved through similar 
methods. We hope that, based on our forecast verification 
efforts, we will be able to gradually improve our model and 
provide an improved service to society.
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