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札幌における積雪観測と物理プロセスモデル開発

青木 輝夫1），庭野 匡思1），的場 澄人2）

低温科学研究所で行われた積雪断面観測の記録は約 50 年に及ぶ世界でもまれに見る貴重なデータ
セットである．また，その長い歴史の中で，2000 年代以降の断面観測は詳細な放射観測とリンクし，
積雪に関係する物理プロセスモデル開発という新たな利用価値が見出されてきた．その背景には，地
球温暖化の影響が雪氷圏で顕著に現れるという事実がある．今後，雪氷圏変動を精度良く予測するた
めには雪氷面における放射収支，熱収支，質量収支などの物理プロセスの更なる理解と精緻なモデル
化が必要である．本論文ではこれらの観測結果及びそれに基づいて開発された積雪アルベド物理モデ
ルや積雪変質モデルの検証結果についてレビューし，今後の展望を議論する．

Snow observations and development of physically based process
model at Sapporo

Teruo Aoki1, Masashi Niwano1 and Sumito Matoba2

Long-term record of snow pit observation conducted by Institute of Low Temperature Science (ILTS) at Sapporo
for 50 years is an important and rare data set in the world. Snow pit observations after the 2000 s in the long history
were linked with detailed radiation observations, and both of them were newly utilized for the purpose of physically
based process modeling on snow. The background for that is related with the fact that effect of global warming is
greater in cryosphere. To predict the future change in cryosphere accurately, further understanding and elaborate
modeling of physical processes including radiation budget, heat budget and mass balance at snow surface are needed.
This paper reviews the studies of snow physical/chemical properties and albedos observed at a study plot of ILTS and
the validations of physically based albedo model and snow metamorphism model developed with those data, and the
future issues are finally discussed.

キーワード：積雪断面観測，アルベド，短波放射加熱，積雪変質（変態），熱収支
snow pit observation, albedo, solar heating, snow metamorphism, heat budget

1. はじめに

札幌の北海道大学低温科学研究所における積雪断面観
測の歴史は非常に長く，最初の報告は小島（1955）にま
でさかのぼることができる．通年における連続的な断面
観測は 1964 年に現在の教育学部（北 11 条西 7丁目）付
近にあった旧低温科学研究所付近で開始され（小島ほか，

1965），その後，一時的な中断はあったものの，2度の観
測露場（以下，単に露場と呼ぶ）の移転を経て，2016 年
現在まで 49 冬期の膨大な観測データを有する世界的に
見ても貴重なデータセットが蓄積されている．公開され
ていないデータも存在するため，その全容を詳らかにす
ることは現時点で困難であるが，大まかに以下に述べる
3つの期間に分けることができる．第 1期「積雪特性の
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基礎研究期」（1954-1967 年）：積雪そのものの物理・化学
的な特性に関する研究が行われ，通年の断面観測は
1963-1967 年の 4 冬期間実施された．第 2 期「積雪及び
関連分野のプロセス研究期」（1967-1999 年）：1967 年に
低温科学研究所が現在の場所に移転すると共に，その北
側に露場が設置され，様々なプロセス研究が実施された
（e. g., 遠藤ほか，1972；秋田谷ほか，1989）．また，気象
観測も連続的に行われモニタリング的要素も加わった
（e. g., 石川ほか，1985；兒玉・石川，1988）．断面観測は
第 2期の全期間，32 冬期間実施され（e. g., 八久保ほか，
1997；海原ほか，2011），その後，1999-2003 年の 4冬期
間中断されたが，2003 年に再開し，2016 年現在も継続さ
れている．第 3期「プロセスモデル開発と連携した応用
研究期」（2003-現在）：自動気象観測による気象，積雪，
土壌等の連続観測と週 2回の断面観測及び積雪サンプリ
ング，光吸収性積雪不純物・イオン分析等が実施され，
これらのデータに基づいてアルベドモデル（e. g., Aoki
et al., 2011; Yasunari et al., 2011）や積雪変質モデル（e. g.,
Niwano et al., 2012）の開発・検証などが行われた．この
間，露場は 2008 年秋の道路建設に伴い北側約 500 m の
場所に移転したが，断面観測は露場南側の農場において
実施されている．
積雪断面観測の長い歴史の中で，第 3期にプロセスモ
デル開発と連携した研究が行われた背景には，地球温暖
化の影響が雪氷圏で顕著に現れるという事実と関係して
いる．一方で，雪氷圏変動の予測や再解析の精度は未だ
不十分なため，今後の雪氷圏変動を正確に把握・予測す
るためには雪氷面における放射収支，熱収支，質量収支
などの物理プロセスの更なる理解，モデルの精緻化，予
測精度の向上が緊急性の高い課題となっている．例え
ば，Flanner et al.（2007）は積雪変質過程や積雪不純物
の効果を考慮してアルベドを求めるプロセスモデル
SNow, ICe, and Aerosol Radiation model（SNICAR）を開
発し，エアロゾル輸送モデルに組み込み，1ブラックカー
ボン（BC）による放射強制力を見積っている．また，フ
ランス気象局は，長期の観測記録を有する Col de Porte
における気象・雪氷観測（Morin et al., 2012）を通して，
詳細な積雪変質モデルの嚆矢と言える Crocus（e. g.,
Brun et al., 1989）を開発した．同様に，スイス連邦雪・
雪 崩 研 究 所 が 開 発 し て い る 積 雪 変 質 モ デ ル

SNOWPACK（Bartelt and Lehning, 2002; Lehning et al.,
2002a, b）の開発・高度化においては，欧州における貴重
な雪氷モニタリングサイトとしてCol de Porte と双璧を
なすWeissfluhjoch（Lehning et al., 2002b）のデータが主
に用いられている．このように，光吸収性積雪不純物の
増加や温暖化に伴う積雪面のアルベド変化や積雪変質特
性の物理モデル化には，詳細な断面観測とリンクした放
射観測が必要で，高頻度の観測のためには一時的なキャ
ンペーン観測では不十分である．そこで，低温科学研究
所の露場において 2000 年代から断面観測や気象観測
データに基づく積雪物理プロセスモデル研究が行われ
た．本論文では研究成果をレビューし，今後の展望を議
論する．

2. 大気-積雪系の放射伝達モデルによる波長別
アルベド

積雪のアルベドは積雪面上における放射収支を考える
上で最も重要な要素の一つである．そのモデル化は
1980 年代に大きく進歩し，光学的に十分厚い積雪の場合
（通常，深さ 30～50 cm以上），近赤外域のアルベドは積
雪粒径に大きく依存し，可視域のアルベドは積雪に含ま
れる鉱物性ダスト（以下，単にダストと呼ぶ）やすすな
どの光吸収性積雪不純物濃度に依存することが知られて
い る（Wiscombe and Warren, 1980; Warren and
Wiscombe, 1980）．また，雲やエアロゾルなどの大気成
分が直達成分と散乱成分の割合を変化させることにより
積雪が変化しなくても波長別のアルベドを変化させ，ま
た，大気成分が下向き日射の波長分布を変化させること
により，波長積分したアルベドを変化させる（Aoki et al.,
1999）．これらの効果を考慮した大気-積雪系の放射伝達
モデル（Aoki et al., 1999, 2003）によって計算した積雪の
波長別アルベドを図 1に示す．図 1a は積雪粒径依存性，
図 1b-c は積雪中の BC 濃度依存性を示す．後者では積
雪の有効半径が小さいとき（図 1b：reff＝50 m）よりも
大きいとき（図 1c：reff＝500 m）の方が，同じBC濃度
に対してアルベド低下率が大きい．実際の積雪では，積
雪粒径及び不純物濃度が鉛直方向に不均一で，それらの
鉛直構造が波長別のアルベドに影響を与える（Aoki et
al., 2000）．このため，アルベドモデルでは積雪粒径と不
純物濃度の鉛直分布を大気の効果と共に考慮する必要が
ある．
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1光吸収性の炭素は，その測定方法によって「ブラックカーボン」
（black carbon：BC），「元素状炭素」（elemental carbon：EC），
「すす」（soot）といった様々な名称で呼ばれている．ここでは
これらを文献や測定法に従って記述する．本研究ではそれらの
積雪不純物は光学的に同等のものとして議論する．



3. 低温科学研究所における積雪断面観測，積雪
不純物濃度，アルベド

露場が自動気象観測装置と共に現在の位置（43° 05′ 09″
N，141° 20′ 11″ E，12 m a.s.l.）に移転したのは 2008 年 10
月で，それ以前の露場（43° 04′ 56″ N，141° 20′ 30″ E，15
m a.s.l.）では自動気象観測と積雪断面観測が行われてき
た．図 2は移転後の露場における自動気象観測装置の写

真で，断面観測は旧露場と現在の露場のおおよそ中間地
点で実施されている．旧露場における断面観測と放射観
測データから，可視域のアルベドが光吸収性の強い積雪
不純物によって低下していることを示す解析結果が得ら
れている．図 3の丸印は 2003-2005 年の 2冬期間に観測
された可視域及び近赤外域の広波長帯域アルベドの積雪
不純物濃度の総量依存性を示したものである．青と赤の
曲線は観測期間中の南中時刻における太陽天頂角や積雪
物理量の変動範囲に対して大気-積雪系の放射伝達モデ
ル（Aoki et al., 1999, 2003）で理論的に予測されるアルベ
ドのそれぞれ最大値及び最小値を表す．積雪不純物がダ
ストのみの場合（実線）には，観測値は理論的に予測さ
れるアルベド範囲を下回るが，ダストに加え光吸収性が
強いBCを 0.25 ppmw（破線）から 0.5 ppmw（点線）含
む場合，観測値は理論値の範囲に分布する（Aoki et al.,
2007a）．この時点では現地でサンプリングされた積雪か
ら BC濃度を測定する装置を有していなかったため，こ
のようなアルベドのモデル計算と実測値を比較すること
により，積雪不純物の成分を推定する研究が行われた．
一方，札幌では中国大陸からの黄砂によるアルベド低
下が観測されることがある．2004 年 3 月 11-12 日に観
測された黄砂イベントでは，その前後で表層の不純物濃
度が 20 ppmw から 600 ppmw に急上昇し，アルベドは
0.66 から 0.46 へ低下した．このときの積雪中のダスト
粒子の粒径分布をコールターカウンター（電気的検知帯
法粒径測定器）で測定し，理論的に見積もった沈着量の
粒径分布と比較した結果，2.5 m 以上の巨大粒子を除
き，降水に伴う湿性沈着が重要であることが示された
（Aoki et al., 2006）．
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図 1：大気-積雪系の多重散乱モデルで計算した半無限積雪深
の均一な積雪の波長別アルベドの(a)積雪粒径依存性，(b-c)
積雪中のブラックカーボン（BC）濃度依存性．0は太陽天頂
角，reff，は積雪粒子の有効半径，cBCはBC濃度で単位積雪重
量当たりのBC重量の単位（ppmw）で示す．
Figure 1：Spectral albedo of homogeneous snow with semi-
infinite depth calculated with a radiative transfer model for
the atmosphere-snow system depending on (a) snow grain
size and (b-c) black carbon (BC) concentration in snowpack.
0 denotes solar zenith angle, reff is effective snow grain radius,
cBC is mass concentration of BC in snowpack with an unit of
BC mass per unit mass of snow.

図 2：札幌の北海道大学低温科学研究所の観測露場写真
Figure 2：Study plot of Institute of Low Temperature Science,
Hokkaido University at Sapporo.



その後，Kuchiki et al.（2015）は熱光学法を用いたカー
ボン分析装置により，露場移転時期を含む 2007-2013 年
の 6冬期間における積雪中のダスト，元素状炭素（EC），
有機炭素（OC）濃度の長期解析を行った．熱光学法によ
る積雪不純物分析では，石英フィルターを使って積雪サ
ンプルを融解・濾過するが，一般に液体に含まれる EC
の補足率は悪く，石英フィルターによる雨水中の ECの
補足率は 10-38％と見積もられている（Torres et al.,

2014）．Kuchiki et al.（2015）は凝集剤（NH4H2PO4）を用
いて石英フィルター＋熱光学法によって，札幌における
EC の過小評価が平均約 60％であることを明らかにし
た．このような比較的高い補足率は，札幌における BC
は元々凝集体やダストとの混合物が多いため，凝集剤が
なくても石英フィルターに補足されやすいと考察され
た．図 4は 6冬期間における気温と積雪深（上段），表層
（0-2 cm）におけるダスト，EC，OC濃度（中段），深さ
0-10 cm（2012-2013 年のみ深さ 2-10 cm）における同不
純物濃度（下段）を示す．この期間中，3種類の不純物濃
度に顕著なトレンドは観測されなかったが，一般にいず
れの成分も 1-2 月の涵養期に低濃度，3-4 月の融雪期に
高濃度であった．また，表層の不純物濃度は 10 cm層の
それらに比べ短期変動が大きかった．表層の不純物濃度
は一般に降雪後の経過日数と共に徐々に増加したが，そ
の増加率は OC が最も大きく，EC が最も小さかった．
これには大気エアロゾルの沈着過程，積雪の融解過程，
昇華・蒸発過程などが関係していると考えられる．6冬
期間のEC，OC，ダスト濃度はそれぞれ 0.19，0.31，3.6
ppmwで，EC濃度は北極域のBC濃度に比べ 10-100 倍
高濃度であった．
断面観測と積雪サンプリング・分析によって得られた
積雪粒径と不純物濃度は，自動的にそれらの積雪物理量
を遠隔測定するための地上設置型の全天分光日射計
（Kuchiki et al., 2009）の開発にも利用された．現在，こ
の装置により天気に関係なく表面付近の積雪粒径と不純
物濃度が連続的に測定されている．

4. 積雪アルベド物理モデルの開発

Aoki et al.（2003）は北見における 2冬期間の積雪断面
観測とアルベド観測からアルベドを支配する要素は経験
的なパラメタリゼーションで使われる気温や雪温より
も，積雪粒径と不純物濃度が重要であること明らかにし
た．また，Motoyoshi et al.（2005）は新庄における同様
の観測から，積雪のエイジングに伴うアルベド低下に，
大気中の光吸収性エアロゾルの沈着による積雪不純物濃
度の増加が寄与していることを示した．それらの研究で
は断面観測から得られた積雪粒径や不純物濃度の変動範
囲に対して，放射伝達モデル計算で波長別アルベドを求
め，それを波長積分した広波長帯域のアルベドを観測値
と比較して積雪物理量の効果を議論している．しかし，
波長別の放射伝達計算は時間がかかるため，個々のアル
ベド観測値とモデル計算値を比較することが事実上難し
い．このため，それらの研究では図 3に示したような可
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図 3：札幌における 2003-2005 年の 2冬期間の(a)可視域及び
(b)近赤外域の広波長帯域アルベドの積雪不純物濃度依存性．
黒丸及び白丸は，それぞれ積雪の深さ 0-2 cm 及び 0-10 cm
の不純物濃度観測値とアルベド観測値の関係を示す．青色曲
線及び赤色曲線は観測期間中に理論的に予測されるアルベド
の最大値及び最小値を示す．実線，破線，点線は積雪不純物
組成の違いを示し，実線はダストのみの不純物モデル，破線
及び点線はそれぞれ 0.5 ppmw と 0.25 ppmw の BC を常に
含み，残りはダストの不純物モデルによる計算結果を示す
（Aoki et al., 2007a）．
Figure 3：(a) Visible albedo and (b) near-infrared albedo as a
function of mass concentration of snow impurities during the
period 2003-2005. Characters denote the measured albedos
versus mass concentration of snow impurities measured for
the snow surface (filled circles) and the snow layer from
surface to 10 cm (open circles). Blue and red curves indicate
the theoretically predicted maximum and minimum albedos
during the observation period using three types of snow
impurity models: Dust only, Dust＋BC0.25 and Dust＋
BC0.50, which contain dust, dust ＋0.25 ppmw of BC, and BC
of 0.50 ppmw, respectively. The snow grain size (reff), sky
conditions (clear/cloudy) and solar zenith angle (0) corre-
sponding to the maximum and minimum albedos were
determined within the measured ranges of these parameters
during the observation period (Aoki et al., 2007a).



視域と近赤外域におけるアルベドの変動範囲を計算し，
観測値と比較する手法が用いられた．
一方，気候モデルでも使用可能な積雪アルベドのモデ
ルは積雪物理量や大気の効果を考慮して高速でアルベド
を計算する必要がある．このため，Aoki et al.（2011）は
波長別の放射伝達モデルを用いて積雪粒径と不純物濃度
の変動範囲に対して，可視域 5バンド，近赤外域 5バン
ドにおける各アルベド値を予め計算しておき，ルック
アップテーブルに格納することにより，高速高精度の積
雪アルベド物理モデル（physically based snow albedo
model：PBSAM）を開発した．このモデルへの入力パラ
メータは，代表的な積雪層毎の積雪粒径，不純物濃度（BC
とダスト），積雪密度，積雪水量のほか，太陽天頂角，可
視域と近赤外域における直達日射成分，散乱日射成分，
雪面下の地面のアルベドである．出力は可視域，近赤外
域，短波長域（可視域＋近赤外域）におけるアルベドと
積雪内部における短波放射加熱率である．以下，札幌に
おける断面観測とアルベド観測データに基づいた
PBSAMの検証結果について述べる．
図 5 は PBSAM への入力パラメータとして使用され

た積雪物理量の一部で，2007-2009 年の 2 冬期間に観測
された積雪不純物（ダスト，EC）濃度，積雪粒径，積雪
深の変化である．積雪不純物濃度は断面観測時にサンプ
リングされ，気象研究所のカーボン分析装置で測定され
た．積雪粒径（SGS）は積雪の深さ 0-2 cm及び 2-10 cm
における平均値を示す．積雪粒径はルーペによる目視観
測で積雪粒子の全長（d1），樹枝状粒子等の枝の幅（d2），
板状粒子の場合の厚さ（d3）の 3種類の寸法が測定され
る（Aoki et al., 2007b）．過去の観測から光学的に等価な
粒径は d2に最も近いことが分かっている（Aoki et al.,
2000, 2003）．また，d1から d3それぞれの最大値，平均
値，最小値も記録される．これらのデータを基に
PBSAMによって計算された可視域，近赤外域，短波長
域におけるアルベド計算値と実測値の変化を表したのが
図 6 である．観測値は南中時刻を含む 30 分平均で，
PBSAMでは積雪 5層モデルが用いられた．エラーバー
は観測された積雪粒径の最小値と最大値を入力した場合
の計算結果の範囲を示す．モデル計算値では，1-2 月の
涵養期における高いアルベド，3月の融雪期のアルベド
低下の様子が比較的良く再現されている．また，2009 年
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図 4：札幌における 2007-2013 年の 6冬期間（12-3 月）の（上段）正午の気温と積雪深，（中段）積雪の深さ 0-2 cm
におけるダスト，元素状炭素（EC），有機炭素（OC）濃度，（下段）深さ 0-10 cm（2012-2013 年のみ深さ 2-10 cm）
におけるダスト，EC，OC濃度（Kuchiki et al., 2015）．
Figure 4：Top panel: Snow depth and air temperature at 12:00 local time at Sapporo during the six winters of 2007-
2013. Middle and bottom panels: dust, elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) concentrations in the surface
layers d = 0-2 cm (middle panel) and in the d = 0-10 cm layer for the five winters from of 2007-2012 and the d = 2-
10 cm layer for the winter of 2012-2013 (bottom panel) (Kuchiki et al., 2015).



1 月下旬の 2 度の一時的なアルベド低下も良く再現され
ている．このとき図 5を見ると厳冬期にもかかわらず積
雪粒径の増加が観測され，積雪深も低下している．一方，
2008 年 3 月のアルベド計算値はやや過小評価している．
しかし，全般的にエラーバーの範囲に収まっている．さ
らに，PBSAMの精度を調べるため，それら 2冬期間の
アルベド観測値と計算値の散布図を図 7に示す．2乗平
均平方根誤差は短波長域で最も小さく（RMSE＝0.047），
決定係数は短波長でもっとも高い（R2＝0.899）．これら
の成績は気候モデル用のアルベドモデルとしては非常に
高いと考えられる．
PBSAMは積雪中の短波放射による加熱率を計算する
ことができる．短波放射加熱量は直接積雪内部を加熱す

るため，積雪内部の熱収支にとって重要な物理量である．
積雪表面からの深さ z における短波放射による加熱率
H(z)は，正味短波放射量の鉛直変化量 F net(z)/z に
よって以下の式で表すことができる．

  


 
 (1)

ここで，(z)は積雪の密度，Cpは氷の比熱容量である．
モデルの中では幾何学的な厚さ dzjの積雪層 j における
正味短波放射量の鉛直変化量は，積雪表面における全天
日射量 FSWと積雪層 j における短波放射吸収率 aj，SWから
以下のように計算することができる．

 
 




(2)

168 青木 輝夫，庭野 匡思，的場 澄人 169札幌における積雪観測とモデル開発

図 5：札幌において(a)2007-2008 年と(b)2008-2009 年の 2冬
期間に観測された積雪不純物濃度，積雪粒径，積雪深．積雪
不純物濃度は積雪の深さ 0-2 cm 及び 0-10 cm におけるダス
ト，EC，OC濃度を示し，積雪粒径（SGS）は積雪の深さ 0-
2 cm 及び 2-10 cm における平均値を示す．これらの積雪物
理量は週 2回の積雪断面観測によって得られたもので，積雪
深は自動気象観測装置によって観測された南中時刻を含む
30 分平均値（Aoki et al., 2011）．
Figure 5：Mass concentrations of snow impurities, snow grain
size (SGS) and snow height measured at Sapporo during two
winters: (a) 2007-2008 and (b) 2008-2009. The mass
concentrations of dust, EC and OC as snow impurities were
measured in snow samples of two snow layer thicknesses, d =
0-2 and 0-10 cm, and the SGS was averaged over the two
snow layer thicknesses d = 0-2 and 2-10 cm. These snow
parameter values were measured during snow pit work
performed twice a week. The snow height plotted is the 30-
min averaged values from 1131 to 1200 local time (LT),
including local solar noon measured by an automatic weather
station (Aoki et al., 2011).

図 6：札幌において(a)2007-2008 年と(b)2008-2009 年の 2冬
期間に観測された可視域（VIS），短波長域（SW），近赤外域
（NIR）のアルベド（曲線）と PBSAMによる計算結果（ドッ
ト）．観測値は南中時刻を含む 30 分平均値，計算結果は積雪
5 層モデルの PBSAM に積雪断面観測値を入力して求めた
値，エラーバーは観測された積雪粒径の最小値と最大値を入
力した場合の計算結果の範囲を示す（Aoki et al., 2011）．
Figure 6：Broadband albedos measured at Sapporo (curves)
compared with values simulated by PBSAM (dots) during two
winters: (a) 2007-2008 and (b) 2008-2009. Measurement
values are the daily 30-min-averaged values from 1131 to
1200 LT, and simulations were calculated using data collected
by snow pit work performed twice a week. The simulated
albedos were calculated with a five-layer snow model. Error
bars mean the albedo range simulated using the measured
minimum and maximum snow grain sizes. (Aoki et al., 2011).



札幌における 2007-2009 年の 2冬期間のアルベドと短波
放射吸収率 aj，SWを，積算 5層モデル（j＝1，5）で再現し
たのが図 8である．アルベドを青，地面の吸収率を茶色，
各積算層 j による短波放射吸収率 aj，SWをその他の色で示
している．一般に，1-2 月の涵養期には積雪層で吸収さ
れる短波放射の大半が赤色で示された表層（深さ 0-2
cm）によって吸収され，3月の融雪期には第 2層（黄色：
深さ 2-5 cm）及び第 3層（黄緑：深さ 5-10 cm）でも吸
収され，内部の深い層まで加熱されていることが分かる．
融雪期には図 5で示すように積雪粒径が増加している．
また，涵養期においても 2009 年 1 月下旬の粒径増加時
に第 2層と第 3層の加熱が発生している．積雪粒径が増
加すると日射の浸透深度が深くなるため（Zhou et al.,
2003），より深い層まで加熱される．その結果，融雪が表
面だけでなくより深い層でも起こり，さらに粒径増加，
アルベド低下，内部加熱へと正のフィードバックが働く．
このことは断面観測を行っていると，融雪期の短期間に
全層の雪温が 0℃になることが多いという観測事実を説
明するものである．

5. 積雪変質モデルの開発

Niwano et al.（2012）は 2007-2009 冬期の札幌におい
て取得した気象・雪氷観測データを用いて，積雪変質モ
デル SMAP（SnowMetamorphism and Albedo Process）
を開発・検証した．SMAPには PBSAMがコアモジュー
ルとして組み込まれているため，気象場や積雪内部不純
物量の変化に対する（アルベドの変化を介した）雪氷物
理状態の応答を陽に評価することができる．この点は他
の積雪変質モデルにない特徴であり，SMAPの特筆すべ
き点と言える．モデルの基礎方程式は鉛直 1次元の熱伝
導方程式であり，考慮されている主要な積雪物理プロセ
スは，圧密，相変化，水分移動，及び積雪変態（雪質の
時間変化）である．駆動するために最低限必要なデータ
は，下向き短波・長波放射量，気温・湿度，風速，気圧，
降水量（あるいは積雪深），及び積雪不純物（BC，ダス
ト）量である．加えて下向き短波放射における直達・散
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図 7：図 6のアルベド観測値と PBSAMによる計算値の関係
を表す散布図．3 本のカラーの直線はそれぞれ 3 波長域のア
ルベド観測値と計算値の関係から求めた直線回帰式を表し，
破線は 1：1 の関係を表す．RMSE と R2はそれぞれ 2乗平均
平方根誤差と決定係数を表す．計算値のエラーバーの意味は
図 6と同じ（Aoki et al., 2011）．
Figure 7：Scatter plots between albedos measured at Sapporo
during the two winters from 2007 to 2009 and those simulated
by PBSAM. The colored lines are the linear regression lines
between measured and simulated albedos. RMSE and R2
denote root mean square error and determination coefficient,
respectively. The dashed line indicates 1：1 correspondence
between them. Error bars mean the albedo range simulated
from the measured minimum and maximum snow grain sizes
(Aoki et al., 2011).

図 8：札幌において(a)2007-2008 年と(b)2008-2009 年の 2冬
期間に積雪 5 層モデルの PBSAM で計算した積雪各層と地
面による短波放射吸収率と短波長域のアルベド．それぞれの
積算棒グラフは週 2回の積雪断面観測データを入力して計算
した値（Aoki et al., 2011）．
Figure 8：Absorptivities in snow layers and the ground, and
albedo simulated by PBSAM using a 5 L snow model at
Sapporo during two winters: (a) 2007-2008 and (b) 2008-
2009. Each stacked bar represents data from one day of snow
pit work, which was performed twice weekly during the two
winters. In each stacked bar, blue block indicates albedo and
the other blocks absorptivities in the snowpack and the
ground (Aoki et al., 2011).



乱比や可視・近赤外比の情報があれば，（特にアルベドに
ついて）より精度よく計算を行うことが可能である．モ
デルで表現される積雪は多層に細かく分割されており，
各層における温度，密度，含水率，粒径，及び雪質など
の積雪物理量に加えて，アルベドや表面温度などの時間
発展が計算される．なお，モデル層の追加は 1回の降雪
イベント毎に行われ，一方でモデル層の消滅（すなわち
融雪に伴う積雪深の低下）は熱収支計算に基づいて診断
される融解量（及びその帰結としての積雪系外への流出
量）から評価される．図 9 に，2007-2009 冬期の札幌に
おける雪質の（a，b）観測と（c，d）モデル計算結果の
比較を示す．新雪，こしまり雪，しまり雪，及びざらめ
雪についてはモデルで良く再現されていることが分かる
が，2008 年 1 月から 2月にかけて積雪下部において観測
されたこしもざらめ雪やしもざらめ雪についてはモデル
で再現されていない．このことは，温度勾配が存在する
状態下における積雪変態過程の再検討が必要である可能
性を示唆している．また，2008-2009 冬期に頻繁に観測

されている氷板についてもモデルは再現することができ
ていない．この点を改善するためには，水分移動の表現
方法や雪質診断の方法を見直す必要が有ると考えられ
る．
近年，BC やダストに代表される積雪不純物が気候シ
ステムにおいて果たす役割にかつてないほどの注目が集
まっている．しかし，高品質な観測を用いて信頼のおけ
る定量的評価を行った研究はそれほど多くない．
Niwano et al.（2012）は，2007-2009 冬期の札幌において，
十分な品質管理が施された積雪不純物量を SMAP に入
力する場合としない場合で計算される融雪の時期がどの
程度変わるのかを調べた（図 10）．積雪不純物量を入力
する標準設定（“CTL”）の計算結果と pure snow を仮定
する感度実験（“PURE”）の計算結果を積雪期間につい
て比べたところ，積雪不純物の存在によって札幌におけ
る融雪時期がそれぞれ 19 日（2007-2008 冬期），及び 16
日（2008-2009 冬期）早められていたことが示された．
なお，CTL と PURE の各計算から得られる雪面短波放
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図 9：札幌における(a，c)2007-2008 年と(b，d)2008-2009 年の積雪粒子分類の鉛直分布．(a-b)は
積雪断面観測結果，(c-d)は SMAP モデルによる計算結果．積雪粒子分類のマークと色は Fierz
et al.（2009）の定義に従う．積雪粒子分類の観測値は，積雪断面観測実施日のみの値（Niwano et
al., 2012）．
Figure 9：(a, b) Time evolution of the vertical profile of major snow grain shapes from snow pit
observations and (c, d) simulated by SMAP at Sapporo during two winters: (a, c) 2007-2008 and
(b, 7) 2008-2009. Characters and colors indicating snow grain shapes follow the definitions by
Fierz et al. (2009). Observed snow grain shapes are shown for only the days when snow pit
observations were performed. (Niwano et al., 2012).



射収支の差として定義される積雪不純物の放射強制力
は，涵養期（11～2 月）において 3.7 W m-2（2007-2008
冬期），及び 3.2 W m-2（2008-2009 冬期）の加熱であっ
た．一方，融雪期（3～4月）においては 25.9 Wm-2（2007-
2008 冬期），及び 21.0 Wm-2（2008-2009 冬期）の加熱で
あった．涵養期と融雪期における放射強制力の顕著な差
は下向き短波放射量と積雪粒径の季節間差異から理解す
ることが出来る．すなわち，融雪期の下向き短波放射量
は涵養期のそれに比べて格段に大きく，また，融雪期に
融解・再凍結を繰り返して大きく成長した積雪粒径は光
の浸透深度を大きくすることに寄与してアルベドの低下
と積雪内部短波放射加熱量の増加を引き起こす（第 4節
参照）．
現在，SMAP初版（Niwano et al., 2012）は PBSAMと
ともに気象研究所の地球システムモデル MRI-ESM1
（Yukimoto et al., 2011）に組み込まれている．そのバー
ジョンの MRI-ESM1 は，IPCC AR5 のための将来気候
予測計算に貢献した．AR5 以降もモデル開発は継続し
ており，得られた開発成果は次期 IPCCAR6 のための気
候モデルにもフィードバックされる予定である．最新版
の SMAP（Niwano et al., 2014）では圧密過程，積雪内部
水分移動，及び積雪表面における乱流熱交換計算手法が
高度化されている．また，そこでは土壌サブモデルも準
備されており，積雪―土壌結合計算を行うことも可能と
なっている．更に，Niwano et al.（2015）は，SMAPの極
域（グリーンランド）への適用にも成功した．その適用
に際しては，Niwano et al.（2014）で確立された季節積雪
域向けの積雪物理過程標準設定から熱伝導率と表面粗度
長の設定を変更するだけで十分な計算精度を得ることが
出来た．このことは，SMAP 及び PBSAM が組み込ま

れた気候モデルが，全球の雪氷圏において一定の信頼性
を示し得ることを示唆する結果と言えよう．
2000 年以降，低温科学研究所の露場観測データを利用
して検証された物理プロセスモデルはほかにも発表され
ている．Yasunari et al.（2011）は Yamazaki et al.（1993）
による積雪のアルベドパラメタリゼーションを組み込ん
だ積雪変質モデルを開発し 2003-2004 年の観測データで
検証した．このモデルは NASA の大気大循環モデルの
陸面モデルに組み込まれている．このモデルはさらに光
吸収性エアロゾルの沈着過程が改良され，2007-2008 年
の観測データで使って検証され（Yasunari et al., 2014），
全球のシミュレーションにも利用されている（Yasunari
et al., 2015）．

6. おわりに

低温科学研究所における積雪断面観測結果は約 50 年
に渡る世界でもまれに見る貴重なデータセットである．
また，その長い歴史の中で，2000 年以降の断面観測は詳
細な放射観測とリンクし，積雪に関係する物理プロセス
モデル開発という新たな利用価値が見出されてきた．さ
て，モデル開発という視点で，現在気候モデルに組み込
まれた積雪に関係する物理プロセスを整理し，今後の展
望を述べておきたい．
積雪のアルベドは PBSAMによって計算され，その計
算に必要なパラメータは主に積雪内部の要素として積雪
粒径，不純物濃度，密度（積雪水量）などの鉛直分布，
外的な要素として日射量（可視・近赤外成分，直達・散
乱成分），太陽天頂角，地面のアルベドである．PBSAM
からはアルベド共に短波放射加熱率（吸収率）が出力さ
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図 10：札幌における(a)2007-2008 年と(b)2008-2009 年の積雪深の観測値（黒線），積雪不純物の効
果を考慮した場合の SMAP による積雪深の計算値（CTL：緑），積雪不純物がなかった場合の
SMAPによる計算値（PURE：水色）（Niwano et al., 2012）．
Figure 10：Simulations of half-hourly snow depths by SMAP with default settings (CTL scenario:
light green solid curve) and with pure (i.e., no impurities) snow conditions (PURE scenario: blue solid
curve), and the observed snow depths (black solid curve) during two winters: (a) 2007-2008 and (b)
2008-2009. (Niwano et al., 2012).



れる．気候モデルの中では不純物濃度はエアロゾル輸送
モデルによる沈着量から与えられ，各種日射量は気候モ
デルの放射スキームから与えられる．PBSAMによるア
ルベド，短波放射加熱率，陸面モデルで計算される積雪
表面における熱収支量を SMAP モデルに入力すること
により，積雪内部の熱収支を解くことができる．SMAP
の中では積雪内部の熱収支計算として，主に短波放射加
熱と積雪中の熱伝導から積雪中の鉛直温度分布を計算す
る．温度分布の時間変化が分かると，更に SMAP で積
雪粒子の変質過程を物理的に計算し，その結果，積雪粒
径の時間発展を計算することが可能となる．すなわち，
積雪粒径の鉛直分布をモデル内部で再現することがで
き，PBSAMへ入力することで再びアルベドと短波放射
加熱量を計算することが可能となる．この結果，関係す
る全ての物理量をモデル中の閉じた系で再現することが
可能となる．
これらの物理過程のうち，経験的なパラメタリゼー
ションが使われている部分が存在する．例えば，積雪変
質過程は等温変態過程，温度勾配変態過程，融解変態過
程（Lehning et al., 2002a）などであるが，今後様々な温
度条件や積雪形状に対してその精度を向上させる必要が
あり，更に物理モデル化も期待したい．また，一般に密
度の関数として表現される熱伝導率のパラメタリゼー
ションには気候条件によって異なる様々な種類が存在し
（Sturm et al., 1997），全球で同じパラメタリゼーション
（あるいは値）は利用できないため，普遍的なモデル化が
望まれる．一方，日本の様な濡れ雪の多い地域では積雪
中の水分移動（Yamaguchi et al., 2012）やそれに伴う積
雪不純物の再分配も重要な開発要素である．グリーンラ
ンドでは積雪表面の融解と昇華・蒸発によって，積雪不
純物の濃縮プロセスが働いていることが報告されている
（Aoki et al., 2014）．そのような新たな物理過程の導入も
必要である．これらの多くは低温科学研究所の露場にお
ける実験・観測により高精度できる可能性があるため，
今後も具体的な目標設定とそのための観測を継続するこ
とが，全球気候モデルの高度化に寄与すると期待される．
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