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氷床モデリングの基礎

齋藤 冬樹1），グレーべ ラルフ2）

本稿では，氷床モデルについての概観を述べた上で，種々の氷床モデルの中でも特に氷床形状を決
めるためのモデルを概観する．氷床モデルで氷床をどのように抽象化して表現しているかを解説し，
具体例として氷床や棚氷の性質を理解する上での，二つの基本的な氷床モデルを紹介する．

Brief introduction to ice-sheet modeling

SAITO Fuyuki1 and Ralf Greve2

This article presents a brief introduction of so-called ‘ice sheet models,ʼ which may have several different concepts.
Especially among them, the model to determine the ice-sheet shape is introduced. Two basic and standard
approximations for ice-sheet are presented.

キーワード：氷床，棚氷，モデル
ice-sheet, ice-shelf, model

1. はじめに

本項では「氷床モデリング」における基礎的な事項を
紹介する．「モデル」とは大雑把にいえば，ある事象を抽
象化あるいは近似した表現のことである．多くの分野が
「モデル」を使用しているが，単に「モデル」といった場
合に何を表現しているのかというのは千差万別であり，
どれが正解ということもない．類似の分野でも「モデル」
が表現する対象に多少のずれがあり，時に混乱を招くこ
ともある．そこでまず，本稿で扱う「モデル」「氷床モデ
ル」が何なのか明確にしておきたい．ただし，あくまで
も本稿における定義であり，各分野の定義を否定するも

のではない．
例えば，数値標高モデル（Digital Elevation Model,
DEM）という「モデル」がある．通常，リモートセンシ
ングや測量で得られた，空間座標情報の集合体であり，
氷床・氷河の標高地図のための基本情報である．氷床上
に限れば，「数値氷床モデル」といえなくもない（以下
DEMと記す）．また，氷河性地殻均衡（Glacial Isostatic
Adjustment GIA）の分野でしばしば「氷床モデル」が使
われる（本巻の福田，奥野参照）．これはGIA計算の「入
力」として使われる，過去の氷床変動履歴の仮定，ある
いはそこから導き出される履歴の復元のことである（以
下，氷床モデル/GIAと記す）．本稿で取りあつかう「氷
床モデル」は二つのいずれとも性格が異なる．すなわち，
ある入力情報に対して氷床形状を決定する仕組みそのも
ののことを指す．本稿の「氷床モデル」の「出力」が
DEM や氷床モデル/GIA に相当する場面もあるが，あ
くまでもそれはモデルの生産物であり，「モデル」そのも
のではない．
以下で，そういった本稿での「氷床モデル」（以降鉤括
弧を外す）では氷床をどのようにとらえているか，なる
べく一般的かつ種々の氷床モデルでの基礎となる見方や
共通の見方を解説し，氷床モデルの基礎を紹介する．
ただ，氷床モデルも多様化しており，正確な解説をす
るためにはかなり冗長な説明が必要となる．そこで冗長
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な繰返しを避けるために特別な表記を導入する．以下
で，「モデル化する」「モデルを組み立てる」といった表
現を用いた場合は，「ある条件を仮定しそれが成立する
場合の表現あるいは定式化を行う．ただし現実は必ずし
もこの前提条件が成立するとは限らず，注目する時空間
スケールや特徴的な現象の適用にはある程度の限界があ
る．それを踏まえた上で，ある範囲内では経験的・理論
的によい近似である．また，この仮定を用いないモデル
化を排除するわけではなく，しばしば実際に存在するこ
ともある」という但し書きがついていると見なしてほし
い．

2. 概念的な氷床モデル

さて，氷床とは大陸規模の陸上起源の氷体である．お
およそ，氷床モデルでは「陸上に涵養し，流動して，融
解や流出で消耗する氷体」（図 1）として氷床をとらえて
いる（あるいは，概念的にモデル化する）．現実の涵養・
融解・流出過程は複雑な物理過程で決まっているが（新
版雪氷辞典 涵養，消耗の項参照），その個別の詳細は問
わないことが多く，正味でどれくらいの氷体の増加減少
（表面質量収支）があるかのみを気にしたモデル化を行っ
ている（前節の但し書き参照，以下略）．表面質量収支は
氷床の上側の表面（以降単に表面と呼ぶ）と下側の表面
（底面）の和である．その間を，重力によって駆動される
氷の流動によって氷が輸送されることで収支が成立す
る．場合によっては側面から氷が切りはなされることも

あるが，切り放された氷体（氷山）はもはや氷床の一部
ではなく，モデルの対象から外れる．モデル内での氷の
生成消滅は表面・底面・側面のみであり，それ以外は考
慮しない．広義の氷床モデルは，氷の生成消滅過程と流
動過程および基盤地形を含めたシステム全体を扱うが，
狭義では氷の生成消滅および基盤地形という環境に対し
流動がどう決まるか，を取り扱い，環境は別のモデルと
して考える（本巻の草原を参照）．いずれにせよ，流動過
程の表現が，氷床モデルの基本であり核である．次に特
に氷床モデルで流動をどのようにモデル化しているかを
紹介する．

3. 粘性流体としての氷床モデル

氷床は一般的に流体力学の手法で記述する．すなわち
連続体の基礎方程式である，連続の式，運動方程式，エ
ネルギーの保存を用いる．ただし，本稿では力学的な基
礎に焦点をおき，熱力学的な観点は簡単な紹介にとどめ
る．詳細はGreve and Blatter（2009）（以下 GB2009）や
Cuffey and Paterson（2010）（以下 CP2010）などを参照
して頂きたい．
さて，様々な流体の性質があるが，「準定常」，「非圧
縮」，「非ニュートン粘性流体」と氷床をモデル化する場
合が多い．ニュートン粘性流体，あるいは線形粘性流体
とは，流れの速度勾配（歪み速度）と応力が単純な比例
関係にある流体のことであり，非ニュートン粘性流体は，
いわばその比例係数が応力の関数として表現される（具
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図 1：概念的な氷床モデルの例．



体的には後述）．非圧縮仮定のもと，流体の密度は時間
空間変化せず，一様とする．速度べクトル vとして，

 

となる（連続の式）．これを変形し，境界条件である表面
質量収支 ，底面質量収支（ここでは融解を正とする）
，表面高度 ，底面高度 ，氷厚 の時間発展
方程式の形で用いるのが一般的である．


 



 

この式の導出は，厳密には連続の式と表面および底面
の運動学的境界条件から行い，実際には煩雑である．し
かし，導出された式を見ると，氷厚の時間変化が水平方
向の流動フラックス （水平速度 の底面から表面ま
での鉛直積分）発散と表面底面からの生成消滅で記述さ
れる形であり，理解はしやすい（図 2）．
運動方程式については，準定常仮定のもと加速度に関
わる項を消去し，応力の釣合のみを考慮したモデルを組

み立てる．応力テンソル を用いて

 

となる．ここで は氷の密度，は重力加速度のベクト
ルであり，すなわち氷内部の応力分布が重力のみと釣り
合う記述となる．
重力に応じた氷の変形を，内部変形と大気，海，基盤
との境界における定式化を用いてモデル化する．大気と
の境界，海との境界では自由表面，すなわちずり応力が
ないとする．基盤との境界については応力や地面の性質
に依存する「底面滑り」を用いてモデル化する．底面滑
りについては測定が難しく，一般的には，速度と応力に
なんらかの関係を仮定した経験的な記述を行う．

 

内部変形については，速度の空間微分（=歪み速度テ
ンソル） と応力 を用いた構成方程式で記述する．非
ニュートン粘性流体仮定のもと，係数 が応力を含むそ
の他の状態量の関数となる．

 f

係数 は例えば温度に依存するが，その場合はエネル
ギー保存を用いて記述する．その他の内部状態について
も記述する方程式を組む必要があり，それを含めたもの
が氷床モデルの基礎支配方程式となる．
方程式系を解くためには内部変形と底面滑りに具体的
な定式化が必要である．底面速度は底面のずり応力と圧
力にべき乗の関係を仮定する Weertman の定式化
（Weertman, 1964 など）を用いることが多いが，近年で
は別の手法を用いるモデルもある（例えば Asay-Davis
et al., 2016 に列挙される）．Weertman の式のべきに何
を採用するかも含め，底面速度の定式化はモデル毎に異
なり，多様である．
内部変形は，Glen の流動則を用いた，等方の非線形粘
性流体の定式化が多くの氷床モデルの基本となっている
（CP2010 など）．近年はGlen の流動則の変形や，別の流
動則を採用したモデルもある．Glen の流動則では，応力
ではなく，等方的圧力-（はスカラー，は恒等行列）
からの差（偏差応力）のテンソル  を用いて歪
み速度との関係を記述する．は一般的には偏差応力
テンソルの第二不変量の関数を用いる．またその他の比
例定数として温度 依存の項 （Rate factor）とそれ以
外の項 （Enhancement factor と呼ぶ）を使う．
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図 2：氷厚変化をコラムへの流入流出で表した模式図．適切
な境界条件の下，連続の式を変形したことによって得られる．



4. 応力項の近似

内部変形で用いる偏差応力，歪み速度テンソルは，（非
圧縮仮定下で）それぞれ六つの独立した要素をもつ．六
つの要素全てを考慮する流動方程式を Full-Stokes 氷床
モデルと呼ぶ．重力加速度ベクトルと同じ方向 ，それ
と垂直に水平方向 ， をとり，応力の釣り合いの式を
書き下すと以下の通りである．



 


 


 



 


 


 



 


 


 

これに対して，氷床形状などの性質からある偏差応力
項を無視した氷床モデルがいくつかある．まず，大気や
海洋などでもしばしば用いられる，静水圧近似である．
鉛直スケールに比べ，水平スケールが十分大きい現象に
はよい近似である．



静水圧近似から一歩近似を進めたモデルが二つある．
一つは着床した（氷底面が基盤に接している）氷に対す
る Shallow-Ice 近似（SIA）であり，もう一つは浮力によっ
て水に浮かぶ棚氷に対する Shallow-Shelf 近似である
（SSA）．
SIAは水平方向の変化が鉛直方向の変化に対して小さ
いという仮定を用いた近似であり，鉛直のずり応力（剪
断応力）項二つが残る．直感的には，鉛直の氷の柱があ
るとして，重力と表面傾斜による応力が横方向の支えが
なく，完全に底面のずり応力と釣り合っていると表現で
きる．


 



 


 



 


 

最終的にずり応力は以下のように求められる（詳細は
GB2009，CP2010 など）．

  
 

  
 

この式が成立すると，ずり応力の空間分布が，表面地

形の傾斜と深さのみに応じた非常に簡単な表現となる．
構成方程式も同様に近似の手続きをとると，最終的に水
平速度分布が，

  



 

となる（y方向は省略）．結局，と が既知であれば，
水平速度が，水平方向の依存は表面傾斜のみ，底面から
の鉛直方向の積分だけで求められる形式となる．さらに
鉛直積分することで，水平流動フラックスも鉛直方向の
積分だけで求められる．なお，積分するためには底面速
度が必要であるが，それはなんらかの底面滑りの法則を
用いて記述する．
一方 SSA も静水圧近似からさらに項を無視する近似
ではあるが，丁度 SIAと対極にあり，鉛直のずり応力項
二つを無視する近似である．表面と底面がいずれも自由
表面であるので，水平速度の鉛直方向の変化が非常に小
さい，という仮定に相当する．直感的には上流から流動
方向に押される力が，流動方向に対して横にある壁との
摩擦，および棚氷の先端からの水からの圧力と釣り合う，
という表現である．



 


 



 


 



 

力の釣合の式をこの仮定の下鉛直積分する．表面と底
面で自由表面であるという境界条件を用いると最終的
に，




 


 


  
 




 


 


  
 

となる．ただし偏差応力の鉛直積分 



を用い
ている．
構成方程式も同様に鉛直積分すると，最終的に水平速
度（SSAの下では鉛直一様）分布は以下の連立偏微分方
程式の形式で記述される（x方向のみ示す）．

 
  

  
  

  
  

 


   
 

ここで は構成方程式から導出される速度と Rate fac-
tor に依存した係数である（導出はGB2009 参照）．
SIA/SSA と Full Stokes の間の中間的な近似の氷床モ
デルも多く存在するが，近似の程度は様々である．それ
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ら は ま と め て 高 次 の 力 学 モ デ ル（Higher-Order
Approximation, HOA）と分類される．Pattyn et al.
（2008）などにまとめられているので参照されたい．
一般的に，SIA や SSA は氷床や棚氷の力学的釣合を
表すのに非常に精度よい近似であることがわかってい
る．精度が悪くなる地域は，無視した項が支配的になる
領域であるが，それらは氷床の分氷嶺，氷床棚氷境界（接
地線）の近傍，あるいは氷流と呼ばれる局所的に速度の
大きい領域と限られている．従って，SIA 及び SSA は
大局的な氷床/棚氷の性質を理解する上で基礎となる考
え方である．ただし，それら領域の力学が重要になる課
題も少なくなく，適用には注意が必要であることは留意
されたい．

5. 氷床モデルの解析解

解析解（あるいは厳密解）という用語は若干曖昧では
あるが，ここではこの後の節で説明する，数値解（これ
も若干曖昧ではあるが）の対義語とした意味で用いてい
る．一般的な用語ではないが「シンボリックな解」，とも
いえる．方程式の解が既知の関数等で解け，変数（シン
ボル）で表現出来る，任意の精度の入力に対して任意の
精度の値を求めることが出来る，といった意味である．
限られた例ではあるが，前節の支配方程式系は解析解
をもつ氷床モデルが存在する．そのうち二つのモデルを
ここで紹介する．どちらも，力学の近似を行った上で，
さらに限定された状況下の解ではあるが，より一般的な
氷床モデルを考える上で重要な基礎となる．

5.1 SIA 下でのVialov（1958）による氷厚分布定常解
以下のような氷床モデルを考える（図 3）．
－ 鉛直方向（z）と水平一次元（xのみ），二次元
－ SIAおよび Glen の流動則が成立，底面滑りなし．

－ 粘性係数は一様（），時間変化なし
－ 基盤は一様で（），時間変化なし，氷床は必ず着
床する

－ 氷床の端（）で氷厚 

－ 氷厚は定常，つまり時間変化なし
－ 正味の氷入力（質量収支）は一様（），
時間変化なし

このモデルを用いて，表面高度の空間分布 の解を
求めることとする．Vialov（1958）で解が提示されるこ
とから，Vialov 解と呼ばれる．導出を概略すると以下の
通りである．

 

  
 

 
 









 


 







  


  

 





図 3に定数にある具体的な値を設定した解を示す．
結局，任意の ，，，に対して の厳密な分
布を得ることが出来る．別の見方をすると，，L，a，
A，n の五つの変数のうち四つが既知であれば，残りの
一つを求めることが出来るモデルである．

5.1.1 Vialov 解を用いた考察
この氷床モデルの Vialov 解を用いることにより，氷
床の性質についていくつか考察を進めることが出来る．
代表的なものを列挙する．
－ アスペクト比（）は の乗に比例する．
すなわち氷面積が広いほど相対的に薄い氷となる

－ 表面高度は質量収支 の 乗に比例する．
の場合 であり，すなわち質量収支の変化に
対して相対的に感度が小さい．降雪が 2倍になって
も表面高度は高々 


倍にしかならない．

－ 例えば地理的な条件などから氷床の到達範囲を，観
測から降雪量を決定可能であれば，ある流動法則
（ ）に対して，この氷床の定常解の氷床分布を一
意に決めることが出来る．

－ ，で長さを規格化した場合，の分布は だけ
に依存することがわかる．すなわち h の空間分布
を観測から決定することが出来れば，そこから質量
収支 や を未知のまま を決定することが出来
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図 3：Vialov（1958）に基づく氷床モデル設定と  km，
，  cm/yr， ，  ，
 の時の解．



る（Vialov, 1958; CP2010）．

5.1.2 Vialov 解の拡張
これとは異なる条件で解析解を求める試みもいくつか
ある．
－ Budd（1969）や，Paterson（1972）は基盤地形が平
らでないある特別な場合について解析解を求めてい
る．

－ Paterson（1972）は質量収支がある座標を境に正で
一定の領域（涵養域に相当）と負で一定の領域（消
耗域に相当）に分かれる場合について解析解を求め
た

－ Bueler et al.（2005）などではさらに別の質量収支の
条件についての解析解を用いた考察を行っている．

－ GB2009 p90 に指摘があるように，つまるところ氷
床分布の解析解を得るために必要なのは質量収支の
の定積分である．
この定積分の値を決めればそれに基づく氷床分布の
厳密な解を求めることが出来る．Huybrechts et al.
（1996）で提示された，ある質量収支下の氷床分布の解
析解は，論文中に明記こそしていないが，議論に必要
とする精度まで定積分を数値的に求めて計算したと考
えられる．

5.2 SSA下でのGreve and Blatter（2009）による棚
氷速度分布の解

前節では全体に着床した氷（狭義の氷床）のモデルを
紹介したが，次に浮力によって浮いた過程（棚氷過程）
のモデルを紹介する．詳細はGB2009 に示されている．
－ 鉛直方向（z）と水平一次元（xのみ），二次元．
－ SSA および Glen の流動則が成立．浮力のつりあい
で表面・底面高度が決まる．

－ 棚氷領域のみを考慮，を接地線（点），を
棚氷端とする．

－ 棚氷の厚さは から まで線形に変化する
（から ）

－ 棚氷端は鉛直な面であり，静水圧（の鉛直積分）と
釣り合う．

－ 粘性係数は一様（），時間変化なし
－ では与えられた速度 で棚氷に流れ込む

図 4に棚氷形状を表す．前節と類似のモデルではある
が，大きく異なる点として氷厚分布は決められている，
ということに注意が必要である．このモデルを用いて棚
氷の水平流動速度を求めることにする．導出を概略する

と以下の通りである．

 
  

 



 

 
  

   
 

 

 


 


  

 



  



 





  



 







 

SIA と同様であるが，つまるところ流動速度の解を得
るために必要なのは，氷厚の n乗の接地線からの定積分
である．今回の設定の通り氷厚が距離の一次関数の場合
は厳密に積分を求めることが可能である．
図 5に具体的な定数を用いた場合の速度分布の解を表
す．ここでは接地線での速度を   と設定した
が，このモデル下では棚氷端で速度が   にも
達することが分かる．
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図 4：棚氷形状のモデル設定．Greve and Blatter（2009）を元
に編集．

図 5：図 4 の棚氷形状を SSA の下で解いた棚氷速度の解．
 ， ． ，  ，，
，   ，   ，
  と設定した場合を示す．Greve and Blatter
（2009）を元に編集．



6. 氷床数値モデル概観

ここまで列挙した氷床モデル以外にも，いくつかの氷
床モデルについては厳密的な解を得ることが出来る．し
かし，現実はより複雑であり，むしろそのようなモデル
は非常に限られている．例えば現実の棚氷は，前節のモ
デルの通り流動に対して横方向（図 4の 方向）に一様
ということはまずなくたとえば湾の上にある棚氷の場合
は横に壁があるような状態であり，内陸からの応力が壁
による水平方向のずり応力と棚氷全面の海水からの圧力
と釣り合う形となる．前節で例示した棚氷端での速度
は，もしその効果があれば多少抑制されるであろう．
氷床の何が知りたいか，というのは千差万別であるだ
ろうが，多くの課題に共通するのは，要するに氷床形状
の「変化」が知りたい，ということに尽きる（本巻の奥
野，三浦，杉山，草原，関参照）．これとは性格が大きく
異なり，気候変動，海洋変動の解釈のために氷床コアの
流動の性質を知りたい，という疑問もある（本巻の川村，
飯塚参照）が，今まで見てきたように流動は形状の関数
であることから，同様に氷床形状の変化も重要な要素で
ある．そして変化といった場合に，最終的にどうなるか
（定常解），ということだけではなく，そこにどのような
時間で向かっていくか，ということが知りたいのだと考
えられる．従って氷床モデルの組み立てには時間微分の
項が必要である．また，前節までのモデルでは考慮しな
かったが，現実的には氷の粘性の比例係数である Aは
氷の温度に依存し，すなわち三次元的に非一様である．
そのため，Aを決めるための方程式を加えて使う必要が
ある．氷床の基本的な二大近似である SIA と SSA はそ
れぞれ氷床，棚氷の流動を表現する上で基本的かつ非常
に精度のよい近似であるが，それでは近似しきれない氷
床の振る舞いを評価したい場合もある．いずれか一つ，
その全ての方向に氷床モデルを拡張する場合，要するに
より多くの過程，多くの項を考慮した氷床モデル構築を
考える場合は，氷床モデルの支配方程式を「数値的に」
近似的に解く，つまり数値氷床モデルを用いるしかない．
「数値モデル構築」，とはモデルで用いる方程式の部分
あるいは全部を離散的に表現する，ということであるよ
く用いられている離散化手法は，有限差分法，有限体積
法，有限要素法，そしてスぺクトル法であり，それぞれ
に長所短所がある．世界には多くの氷床数値モデルがあ
るが，例えばGoelzer et al.（2017）にまとめられている
グリーンランド氷床モデルには有限体積法が一つ，有限
要素法が三つ，残りの直くは有限差分法で記述されてい
るとある．また，Pattyn et al.（2008）にまとめられてい

る氷床モデルには加えてスぺクトル法のモデルも存在す
る．多くの氷床数値モデルは，共通する点もあるが，数
多くの観点で異なる定式化・構築・実装を行っている．
中には SICOPOLIS（Greve and Blatter, 2016 など），
ISSM（Habbal et al., 2017 など），PISM（Winkelmann et
al., 2011 など），Elmer/Ice（Seddik et al., 2012）などフ
リーな氷床数値モデルも存在するので，数値氷床モデル
がどのように構築されるかを知りたい場合はそれらを入
手するのもよい方法である．離散化手法については数多
くある数値計算の教科書で知ることが出来る．
ここで，最後にもう一度，モデル，あるいは「近似」
ということを整理したい．モデル化とは要するに現象を
近似的に表現することである．一口に近似といっても
色々な階層がある．

－ モデル入力に関する近似
ここではほぼ天から降ってきたものとして扱ってい
たが，境界条件をどのように入力するかも，原理的
にはモデルであり，あらゆる誤差を内包する．

－ 現象そのものの近似
氷床流動を非線形の粘性流体として扱うことは原理
的には近似である．また，応力と歪み速度の関係で
一般的に用いられている Glen の法則，Weertman
の底面滑りも近似である

－ 支配方程式の近似
理論的な考察や，種々の事情によって支配方程式を
簡単化することがある．SIA や SSA のようにある
応力の項以外を無視した定式化や，定常を仮定した
時間微分の無視した定式化，などがある．

－ 離散化することによる近似
どの方程式を離散化するかの選択には自由度があ
る．一般に一つの方程式には厳密な恒等式が複数存
在するが，どの式を採用するかは自由であり，数値
モデル内での表現によっては誤差の程度が大きく異
なる場合がある．その上，方程式が同一でもどの手
法で離散化するかの選択も近似である．
また，離散化の程度（格子表現の細かさ）はどの程
度か，数値解法をどの精度で打ち切るか，というと
ころにも近似がある．

これらの近似，モデル化の階層のあらゆるところにあ
らゆる大きさの誤差が存在する．氷床モデルが現実をう
まく再現している，逆に現実の再現が悪い，といった場
合には，その課題毎に，一体どの階層による誤差なのか
を慎重に吟味することが重要ではないかと考える次第で
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ある．
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