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１． はじめに 

陸面過程のパラメタリゼーションや地表面の非一

様性の重要性については、長期予報や気候研究の分

野で認識されている。文科省創生プログラム・テー

マ C-ii-bの領域気候グループでは、非静力学領域気

候モデル（NHRCM)を用いた領域気候研究を行って

いる。NHRCM は気象庁のメソモデル（MSM）や

局地モデル（LFM）に用いている気象庁非静力学モ

デル（JMA-NHM）を領域気候用に発展させたもの

で、陸面過程には、MSM や LFM で用いている平

板モデル（原, 2008）に比べてより詳細な過程を扱

うことができる MRI/JMA-SiB（MJ-SiB; 大泉・三

浦, 2008）を実装している。 

一方で、陸面過程はメソスケール現象を対象とす

るモデルにおいても重要であり、それらを適切に表

現することは混合層の発達や、時としてメソスケー

ルモデルの主なターゲットである対流活動の発生要

因にもつながる。気象庁数値予報課においても、地

表面状態の表現性を改善し、より現実的な地表面フ

ラックスの算出及び地上気象要素の予測精度向上を

目的として、より精緻な陸面過程の導入・改良に取

り組んでいる。これまで MJ-SiBの MSMへの導入

を進めてきたが、予報精度や計算安定性の面から現

業化には至っていない。またコードの煩雑化により、

陸面モデル単独での検証・評価が容易でない状態と

なるなど、既存のサブモデル（植生、積雪、土壌）

の改良・高度化だけでなく新しいサブモデル（都市、

湖など）の導入に支障のある状況となっている。 

そこで、MJ-SiB の改良と並行してコードの全面

的な見直しを行い、開発の持続性・拡張性をより高

めた陸面モデル eSiB（extended SiB）を開発した。

これまで冬季の気温予測精度改善を目指して

MJ-SiB の積雪過程の精度検証と改良を行ってきた

が、融雪・消雪が観測結果に比べて遅いことが分か

っており（草開 2011）、eSiB では積雪過程を中心

に高度化を進めた。草開（2012）では積雪アルベド

の計算方法を改良し、積雪モデルに関する国際相互

比較プロジェクト1の追試を行い検証した。今回はそ

の続報と、札幌における積雪精密観測データを用い

て行った積雪物理量の比較検証の結果について報告

する。 

                                                   
1 SnowMIP2; http://xweb.geos.ed.ac.uk/~ressery/ 

SnowMIP2.html 

２． eSiBの仕様と積雪サブモデルの改良 

eSiBは、タイル化（サブグリッドスケールの地表

面状態それぞれにおける熱収支・フラックスを計算

し、それぞれの面積比でフラックスをグリッド平均

する方法）を採用しており、現在は裸地・植生・海

氷・海面の 4タイルを実装している。植生タイルは

MJ-SiB 同様、キャノピー空間を持つモデルで、植

生や地表面からの顕熱・潜熱フラックスを評価した

うえで大気へ返す地表面フラックスを算出する。た

だし接地境界層は従来のリチャードソン数から交換

係数を診断する方法（Louis et al., 1982）に換えて、

Monin-Obukhov 相似則を適用した。また、裸地・

植生タイルでは多層積雪・土壌サブモデル（層数は

任意設定可）を含んでおり、積雪・融雪過程を直接

モデルで表現することができる。 

積雪サブモデルについては MJ-SiB に以下の改良

を施した。まず積雪粒径を予報変数に追加した。こ

れは、融雪に大きく関わる積雪アルベドが積雪粒径

に大きく依存するためで、従来の温度依存による予

測方法より自由度を高めることを目的としている。

積雪粒径の時間変化については、乾雪と湿雪の場合

で成長率を変化させ、再凍結による成長の効果も考

慮した。また、短波放射の積雪内部透過を考慮し、

アルベドと消散係数に粒径依存を取り入れるため、

可視光と近赤外光で独立したアルベド診断スキーム

を開発した。これは、積雪アルベドは波長域によっ

て大きく変化することが知られており（Gardner 

and Sharp, 2010、など）、可視光は氷に吸収されに

くく積雪内不純物によって吸収されやすいが、近赤

外光は可視光に比べて氷に吸収されやすく、積雪粒

径が大きくなると光路長が長くなってより吸収され

やすくなるからである。可視光に対するアルベドに

ついて、不純物の効果を直接取り入れることが現状

難しいので、降雪からの経過時間によってアルベド

を低下させる従来の方法（Aoki et al. (2003)の観測

結果をもとにアルベド減少率を決定）を採用した。

ただし、新雪アルベドは従来から変更して Brun et 

al.（1992）の粒径依存診断式を用いた。近赤外光に

対するアルベドについては、Brun et al.（1992）を

そのまま採用した。また、消散係数についても可視

光と近赤外光を別々に考え、積雪粒径によって診断

する方法（Brun et al., 1992）を採用した。 

 

 



３． 積雪観測データとの比較 

積雪サブモデルの改良についての妥当性を検証す

るため、札幌市にある北海道大学低温科学研究所の

露場で観測された積雪物理量データと自動地上気象

観測データを用いてオフラインモデルによる検証を

行った。観測条件などについてはAoki et al.（2011）

や Niwano et al.（2012）を参照されたい。検証で

は、2008 年 11 月～2009 年 4 月の期間について、

従来の積雪粒径を予報しないモデルを用いた実験

（EXP_MJSIB）と、短波放射の積雪内部透過を考

慮しアルベドと消散係数に粒径依存を取り入れたモ

デルを用いた実験（EXP_ESIB）を比較した。 

図の下段は、積雪深の時系列を示したものである。

積雪期についてはどの実験も大差ないが、融雪期に

おいては、EXP_MJSIBの積雪減少が観測に比べて

遅いのに対し、EXP_ESIB は観測とよく合っている

ことが分かる。また、積雪アルベドを観測と比較す

ると（図の上・中段）、融雪期におけるアルベドの低

下が現スキームでは捉えられていないのに対し、

EXP_ESIB では、特に融雪期における近赤外光に対

するアルベドの急低下を捉えており、このことが融

雪に起因していると考えられる。図は省略するが、

積雪粒径を観測結果と比較した結果では、全体的に

やや値が過大ではあるが、粒径が急増するタイミン

グは合っており、積雪アルベドの急低下を捉えるポ

テンシャルのあることが示唆される。 

 

４． 今後の課題 

現在開発中の eSiBについては、日本領域でオフ

ラインによる実験と検証を行っているが、現時点で、

植生キャノピーサブモデルの葉面温度が変動しやす

く、タイムステップを伸ばすと計算不安定になりや

すいという問題点がある。また、積雪層が薄い積も

り始めの状態においても、熱伝導方程式を解く際に

計算不安定となる場合がある。大泉・徳広（2013）

では、NCAR-CLM（Oleson et al., 2010）のキャノ

ピー温度計算手法を採用して計算不安定を抑えてお

り、これを参考にしつつ計算安定性を高める方針と

している。合わせて、積雪と大気との相互作用に関

する検証2なども計画している。 
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 図 陸面モデルの積雪に関する計算結果と積雪観測データの

時系列比較。 

上・中段：積雪面アルベド（上段：可視光、中段：近赤外光） 

（□：観測、●：EXP_ESIB、▲：EXP_MJSIB） 

下段：積雪深 [m] 

（○：観測、太線：EXP_ESIB、細線：EXP_MJSIB） 


