
SI-CAT DDS5TK  FAQ    (2020.2.28) 

 

Q. 5km 実験について、日本全域のデータを入手できますか。 

A. 計算領域は日本全域をカバーしていません。本州、四国、九州を含む領域となります。また、

九州は 5km の計算領域の境界に近いため、豪雨を解析する際には注意が必要です。具体的

には、梅雨前線などの雨であれば評価できる可能性がありますが、台風の雨は難しいかもしれ

ません。 

 

Q.うるう年はありますか。 

A. はい。うるう年には 2/29 のデータが存在します。 

 

Q. 計算期間は 20km 実験と同様，過去実験 1951-2010，将来実験 2051-2111 でしょ

うか？ 

A. 20km 実験とは計算期間が異なります。5km 実験の計算期間はそれぞれ 31 年間で、過

去実験 1980 年 8 月-2011 年８月、2K 実験 2060 年 8 月-2091 年 8 月、4K 実験

2080 年 8 月-2111 年 8 月となっています。20 ㎞実験同様、2K・4K 実験は年月日に意

味はないのでご注意ください。 

 

Q. 5km 実験は 31 年分連続で計算されているのでしょうか。 

A. 5km 実験は各年 7/24 00UTC ～ 翌年 8/31 00UTC（およそ 13 か月）の期間ごと

に区切って計算しております。8/31 の 00UTC で計算が終了している理由は、実験やデータ

出力の不具合によるものではなく、5km 力学ダウンスケーリングの初期・境界値に用いてい

る 20km 実験のデータが 9/1 00UTC までしかないことに起因しています。 

また、5kmダウンスケーリングデータは計算の仕様上、どのように切り出しても8-9月あたり

で必ず不連続が生じますのでご注意いただく必要があります。例えば、1981/8/1 ～ 

1982/8/31 00UTC の実験の最後の時刻と、1982/8/1 ～ 1983/8/31 00UTC の

実験に含まれる 1982/8/31 01UTC のデータには連続性がありません。この不連続によっ

て起こり得ることを具体的に申し上げますと、突然台風が消えるほどの違いはないかもしれま

せんが、台風やそれに伴う降水域の位置がずれている可能性は考えられます。また、地形性降

水など局所的な降水については、突然消える、発生している可能性が考えられます。 

 

Q. 上記の計算方法であれば、8 月のデータが重複していますがどのように使用すればよいで

しょうか。 

A. データの利用方法は用途によりますが、(1) 9/1 ～ 翌年 8/30 まで（１日少ないデータ）

として用いる、(2) 365 日必要であれば、8/16 ～翌年 8/15 までとして用いる方法のいず

れかを提案しております。8/1 00UTC ～ 翌年 7/31 23UTC のデータセットとしての利



用を推奨していない理由は、計算（特に陸面過程）のスピンナップが十分でない可能性がある

ためです。 

 

Q. データの形式、出力変数を教えてください。 

A. バイナリデータ(***.dat) は 4 バイトのバイナリで sequential に記述されています。一

緒に公開しております***.ctl ファイルをご覧いただければ、出力変数を確認いただけます。変

数名は d4PDF の 20km 実験と整合しておりますので、詳細は、（http://www.miroc-

gcm.jp/~pub/d4PDF/img/d4PDF_chapter4_20181115.pdf）の領域モデルの実

験変数リストを参照ください。また、(***.data)ファイルは気象研究所独自フォーマットのデー

タです。.dat ファイルとは異なり、.ctl ファイルを使って読めるようなフォーマットではありま

せん。利用されたい場合は、sicat2a_dds@jamstec.go.jp までご連絡ください。 

 

Q. d4PDF の 5 ㎞力学ダウンスケーリングデータを用いて、実際に豪雨が観測された年月日

の解析をすることは可能ですか。 

A. 5km 実験に限らず、d4PDF の年月日に意味はありません。例えば、d4PDF データの

2006 年 8 月 1 日は夏季のとある一日であって、現実の 2006 年 8 月 1 日の大気場を表

したものではありません。ですので、2006 年 8 月 1 日でもメンバーによって大気場は異な

ります。言い換えると、d4PDF は実際の観測事例と直接比較できる類のデータセットではあ

りません。 

 

Q. d4PDF は，全球実験（ 60km 解像度）では，現在気候実験で 100 メンバ，4K 実験で

90 メンバ．領域モデル実験（20km 解像度）では，現在気候実験で 50 メンバ，4K 実験で

90 メンバとなっていますが，5km ダウンスケーリングでは，現在気候実験で 12 メンバ，4K

実験で 12 メンバしかないのでしょうか？ 

A. はい、5 ㎞実験では、現在気候、2K 実験、4K 実験それぞれ１２メンバを計算しておりま

す。また、６０㎞、２０㎞実験では１メンバあたり６０年分のデータがありますが、５㎞実験では３

1 年/１メンバとなっております。 

 

Q. 過去実験１２摂動(m001~010, 021, 022)のうち、2K・4K 実験の２摂動(m101, 

m105)と対応した実験はどれでしょうか。 

A. メンバー番号のうち m001 と m101、m005 と m105 には同じ摂動を与えています。

質問の内容からは外れるかもしれませんが、そもそも d4PDF は実験設定上、摂動自体が大

気に与える影響はランダムで科学的意味を持たないことにご留意ください。番号が違うと

d4PDF の全球モデルに与えている SST の観測誤差が微妙に変わります。ただし、d4PDF

の設定上、メンバー番号の違いによって大気の状態に系統誤差が生じることはありません。逆

に、例え同じ摂動を与えた実験同士であったとしても、過去実験１アンサンブルメンバーと 4K
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実験１アンサンブルメンバーの比較で将来変化を議論することは大変危険で（＝どのアンサン

ブルメンバーを選ぶかで結果が大きく異なる場合がある）、5km 実験であれば、あくまでも過

去・将来それぞれ 12 アンサンブルメンバーで一つのデータセットとして取り扱うことを想定し

て作成しております。 

 

Q. 5km ダウンスケーリングでは，現在気候実験は m001~010,021,022 の 12 メンバ

ー．2K, 4K 実験は m101 および m105.とのことですが，メンバー番号の選定にはどのよう

な意味があるのでしょうか？ 

A. 現在気候実験に関しては、 5km 実験開始時点で m011-020 の 20km 実験結果があ

りませんでしたので、m001~010 と m021 および m022 を用いました。4K と 2K につい

ては、ランダムに２メンバを選択しました。科学的な意味はありません。20km のデータをすべ

て解析して、強雨事例や弱雨事例を平等に選びだすこともできますが、20km で強雨が出た

事例が 5km の計算でも同じように強雨になるとは限りません。また、地域(地点)別に見る

と、どのメンバーで強い雨が起こるかはランダムです。 

 

Q. メンバ毎の特徴（気温や降水がどのように再現されているのか）をまとめた解説などはあ

るでしょうか？ 

A. 研究内容によって必要な変数が異なるため、そのような情報をまとめた解説は作成してお

りません（2020 年 2 月現在）。利用される方のニーズに応じて 60km および 20km 実験

と合わせて調べていただくようお願いしております。 

 


