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１．はじめに

　近年、地球温暖化に象徴される地球規模の気候変動
に対する関心が高まっている。特に積雪寒冷地におい
ては、降雪や積雪などが生活に密着に関連することか
ら、雪に関する気象の変動傾向を把握することが重要
である。
　気象庁の大気・海洋結合モデル（CRCM）による将来
気候の予測１）において、2081年～ 2100年平均の降雪
量や大雪の頻度は、北海道を除くほとんどの地域で減
少するが、北海道の標高の高い地域では増加すると算
出されている。
　また、近年の積雪寒冷地の気候の変化については、
永田ら２）により、積雪寒冷地に位置する気象官署53箇
所の観測データを基に、年平均最低気温や年降雪量の
変化傾向について報告されている。この報告によると、
北海道および本州の内陸部では年降雪量及び年最深積
雪の増加、北海道の日本海側では年降雪量増加、かつ
年最深積雪減少の傾向が示されている。
　一方、北海道の国道における通行止めの最多要因は
吹雪である３）。このように吹雪は生活への影響が大き
い雪氷現象であり、変動傾向を把握することは重要な
課題の一つである。そこで、気象庁の地上気象観測デ
ータを基に、近年の吹雪量や視程障害発生頻度の変動
傾向について、分析したので報告する。

２．吹雪量、視程障害発生頻度算出の対象箇所

　吹雪量及び視程障害発生頻度の算出対象として、北
海道、青森県、秋田県、山形県、福島県の全アメダス
から表－１に示す条件を満たす箇所を抽出し、更に地
域偏在を考慮して28地点を選定した（表－２）。
　なお、算出にあたっては、アメダスデータの蓄積の
ある1983年から2008年を用いた。

３．年吹雪量の推算

３．１　吹雪と雪粒子の運動形態４）５）

　吹雪は一旦地面に積もった雪が風によって再び空中
に舞う現象であり、降雪を伴わない場合の吹雪を地吹
雪と呼び区別する場合もある。
　風に運ばれる雪粒子を飛雪というが、飛雪の運動形
態には、一般に図－１に示した転動、跳躍、浮遊の３
つの形があり、地吹雪は転動、跳躍からなる低い地吹
雪と浮遊粒子を含む高い地吹雪に分けられる。雪粒子
の跳躍の高さ（跳躍層）の厚さは、一般に数 cmから数
10cmの範囲と考えられており、浮遊する層の高さは
10 ～ 100mといわれている。
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表－１　算出地点抽出条件

表－２　選定した観測点と地域分類
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　z：視線高さ（ドライバー目線と雪面の距離、最小
0.15m）（m）

　z0：粗度係数（m）

　なお、工学的には年吹雪量を体積で表示することが
多いため、雪密度 ρを300kg/m3と仮定して、次式の
体積による年吹雪量 Qvを利用する（式（３））。

　（３）　　　　

　ここで、
　Qv：年吹雪量（m3/m/ 年）
　��ρ：雪密度（kg/m3）

３．３　吹雪の発生条件

　吹雪の発生条件としては、低温と強風、および積雪
があげられる３）。また降雪後、時間の経過とともに雪
粒子の結合力が増大するため、降雪直後の新雪は地吹
雪が発生しやすいが、時間が経つにつれ、吹雪量は減
少していくものと考えられる５）。
　そのため吹雪量の算出には、これらの条件を加味す
る必要がある。具体的には、式（１）は風速のみで構成
されているので、気温、風速、積雪、経過時間を設定
する必要がある。
　そこで、吹雪の発生条件である積雪の有無に加え、
竹内ら８）に基づいて、低温と強風を考慮し、下記の２
つの条件のどちらかを満たすときに吹雪が発生するも
のとした。

　条件１：
　　T≦－５℃�かつ�W≧５m/s�かつ�Sd≧１cm
　条件２：
　　５℃＜ T＜０℃�かつ�W≧６m/s�かつ�Sd≧１cm

　ここで、
　T：気温（℃）
　W：高さ７mでの風速（m/s）
　Sd：積雪深（cm）

　また、別途実施した石狩吹雪実験場での調査９）によ
ると、降雪の無い場合の地吹雪の発生は、図－２のよ
うに降雪終了から13時間以内が約92％を占める結果と
なった。この結果に基づき、降雪後の時間経過による
吹雪の発生について、次の条件を加えた。なお、“降
雪あり”の判断基準は、各アメダスの積雪の深さが増
加した場合とした。

３．２　吹雪量の算出式

　吹雪量は、単位時間に風向と直角な単位幅を通過す
る雪の質量であり、ここでは吹雪量の年間総計を年吹
雪量と定義する。
　吹雪量の計測手法はいくつかあるが６）、最も広く使
われているものは、目の細かいネットの袋に雪粒子を
直接捕捉し、その質量を測定するものである。この方
法では、人の手による作業が必要で、連続的な観測は
できない。このため、既往のデータは限られた短い期
間のみの計測であり、今回の目的である近年の年吹雪
量の変化を求めるためには利用できない。そこで、地
上気象観測データを用いて、吹雪量を推算することと
した。
　吹雪量と風速との経験式は数多く提示されている４）。
これらの経験式においては、各々観測地点や観測方法、
雪質などが異なるが、本稿での吹雪量の推算において
は、北海道で観測された小林７）による式を用いた（式
（１））。この式は構成が単純であり、「防雪工学ハンド
ブック」５）に掲載されるなど幅広く利用されている。

（１）　　　　

　ここで、
　Q：吹雪量［g/m/s］、V：高さ１mでの風速［m/s］

　今回はアメダスデータを使用するため、１時間毎の
正時前10分平均風速を用い、突風率（ガストファクタ
ー）は無視した。また、高さ z（m）における風速 U（z）
（m/s）は、鉛直方向に風速の対数分布則が成り立つ５）

と仮定して算出した（式（２））。ここで、地表面は雪面
と仮定し、粗度係数を z0＝10－4m とした。

　　　　　　　　　　（２）　　　　

　ここで、
　U（z）：高さ z（m）における風速（m/s）
　U *　��：摩擦速度（m/s）
　k　　：カルマン定数（0.4）

図－１　吹雪における雪粒子の運動形態４）
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４．視程障害発生頻度の推算

４．１　推算手法の概要

　視程障害発生頻度とは、１年間のうち視程障害が発
生する日数であり、視程障害の発生が認められれば、
その継続時間は問わない。
　福澤ら10）は視程200m を下回れば、車速のバラツキ
が大きくなり、低速運転する車両が見られることを指
摘している。そこで、ここでは視程200mを下回る日
を視程障害発生日とし、その年間総計を視程障害発生
頻度と定義する。この定義は、「道路吹雪対策マニュ
アル」３）に付録の「視程障害発生頻度分布図」（以下、
分布図とする）と同一である。
　但し、今回の視程障害発生頻度算出にあたっては、
今後の吹雪視程に関する研究の展開を考慮し、分布図
の作成時に利用した算出方法を部分的に変更した。以
降に今回算出した方法を記載する。視程障害発生頻度
の推定にあたっては、①飛雪空間濃度の算出、②雪堤
の影響、③視程の算出、④視程障害発生日数の算出を
順に行った。

４．２　飛雪空間濃度の算出

　降雪を伴う吹雪時の飛雪空間濃度は式（４）で示され
る11）。第２項は地吹雪時の飛雪空間濃度を示しており、
地吹雪が発生しない条件での飛雪空間濃度は式（５）で
ある。

　t≦13
　ここで、
　t：降雪終了後の経過時間（h）

図－２　降雪終了から吹雪発生の時間経過９）
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（５）　　　　

　ここで、
　N（z）：視線高さ z（m）における飛雪空間濃度（g/m3）
　P：降雪強度（g/m2/s）
　Wf：降雪粒子の落下速度（m/s）
　Nt：跳躍層上端での飛雪空間濃度（g/m3）
　zt：跳躍層の高さ（m）
　Wb：地吹雪粒子の落下速度（m/s）

　なお、本稿においては、降雪強度 Pを式（６）によ
り求めた。

（６）　　　　

　ここで、
　H：毎時の降雪深差（cm/h）
　ρs：新積雪密度（kg/m3）

　また、新積雪密度 ρsは新雪として80kg/m3に設定
し12）、その他の未知変数は松澤13）の既存研究に従い、
下記の値を用いた。

　Wf＝1.2�m/s
　Nt：跳躍層上端での飛雪空間濃度（g/m3）
　　H＞0.5cm/h のとき
　　　Nt＝0.116exp（0.309�V10）　　　��（７a）
　　H≦0.5cm/h のとき
　　　Nt＝0.021exp（0.401�V10）　　　��（７b）
　Zt＝0.15m
　Wb＝0.21m/s
　U* ＝0.0274�V10

1.13m/s

　ここで、V10：高さ10mでの風速（m/s）

４．３　飛雪流量の算出

　吹雪時の視程は、飛雪空間濃度より飛雪流量（流れ
に直交した単位断面を単位時間あたりに通過する飛雪
の質量）と関係が深い14）。浮遊層では、雪粒子が風に
乗って運ばれると見なすことができるので、飛雪流量
は飛雪空間濃度と風速の積となる。
　風速は、10分平均風速を用い、突風率（ガストファ
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（８）　　　　

　ここで、
　Mf：ドライバー視線での飛雪流量（g/m2/s）
　Udr：ドライバーの視線高さの風速（m/s）
　N（x -Sd）：雪堤を考慮したドライバー視線高さの飛雪
　　空間濃度（g/m3）

　また、跳躍層内では飛雪空間濃度が一定であるとし、
視線高さが跳躍層高さ以下（x-Sd＜0.15（m））の場合は、
飛雪空間濃度は跳躍層上端の値である x-Sd＝0.15（m）
を用いた。

４．４　視程の算出

　視程と飛雪流量との関係式は、松澤ら13）により得ら
れており、視程Vis は式（９）を用いて算出した。
　なお、雪粒子は風に乗り運ばれると前述したが、風
が弱い時は雪粒子の落下を無視できない。そこで、ド
ライバー視線高さでの飛雪流量は式（10）を用いること
とした（図－４）。

������（９）　　　　

�　　（10）　　　　

　ここで、Vis：視程（m）　一般に雪原上では、雪面に近くなるに従い吹雪の飛
雪流量は急激に増加する。そのため、小型車のドライ
バーの視線高さにおける視程は、雪堤の影響を強く受
け、悪化する15）。すなわち、雪堤が高くなるほどドラ
イバーの視線は雪面に近づくと見なすことができる。
このため、算出に用いる視線高さは、ドライバーの視
線高さ xと雪堤の高さ Sdの差（x-Sd）とする（図－３）。
なお、ドライバーの視線高さは、道路構造令より、小
型車ドライバーの視線高さ1.2mを採用した。

クター）は考慮していない。即ち、瞬間的な最小視程
ではなく、一定の時間継続する視程低下を算出してい
る。
　なお、アメダスでは平均風速が毎正時１回（10分）の
みしか記録されていない。風速の変動は大きいので、
１時間内における10分平均風速６データの最大値を採
用した方が適切であると考えられる。そこで、道内３
箇所について、アメダスの正時前10分平均風速と１時
間（６データ）の最大平均風速を比較した（表－３）。
　吹雪の発生に影響する風速５m/s 前後や、視程障
害発生日数に影響する視程が200m 程度になる風速
10m/s 前後での風速比は、1.1程度である。これを踏
まえ、視程障害発生頻度の推定においては、式（２）に
1.1を乗じた風速を用いた。

表－３　正時前10分間の平均風速に対する

　　　　　　１時間（６データ）の最大平均風速の比

図－３　雪堤のある道路上での飛雪流の模式図

図－４　ドライバーの視線高さの飛雪流量

　雪堤の高さと積雪深 Sd（m）が等しいと仮定すると、
ドライバー視線高さでの飛雪流量Mf（g/m2/s）は、式
（８）で示される。

４．５　視程障害発生頻度の算出

　視程障害発生頻度の算出は、視程の推定を行った上
で、１日24時間データに視程200m以下の値が存在す
る日を抽出し、１冬期あたりの視程障害発生日数を求
めた。その際、12 ～ 3月までの121日のうち、欠測が
１割以上を占める場合を除外した。
　更に、視程200m以下の出現日数の平均と標準偏差
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を算出し、１冬期あたりの視程200m以下の出現日数
が正規分布に従うものと仮定して、出現確率1/30とな
る視程障害発生日数を30年確率出現日数として求め
た。

５．推定結果

　

５．１　年吹雪量

　選定した28地点の1983年度～ 2008年度までの冬期
の吹雪量の平均（平均年吹雪量）を図－５に示す。浜鬼
志別の143.1m3/m が突出しており、次いで天塩57.2
m3/m と道北沿岸部の吹雪量が多い。東北地域におい
ては、庄内平野の内陸側端部に位置する狩川（山形県）
の吹雪量が37.2m3/m と比較的多かった。また、最も
吹雪量が少ないのは、肘折（山形県）の0.3m3/mであり、
観測地点によって開きが大きかった。
　図－６～８に年吹雪量の推移を示す（一部欠測によ
り算出不能）。吹雪量の増減傾向や、地域分布の変化
傾向の比較を行うためには、各地点の吹雪量の大きさ
に差があり、吹雪量を平均した場合には、吹雪量の多
い地点の数値による影響が大きくなる。
　そこで、吹雪量の平均値を用いるのではなく、各々
の地点において、平均年吹雪量に対する各年の年吹雪
量を年吹雪量比と定義し（式（11））、吹雪量の増減傾向
や、地域分布の変化傾向の比較を行うこととした。

（11）　

　全地点平均の年吹雪量比の推移を図－９に示す。グ
ラフには近似線を記載した。年吹雪量比は年毎の変動
が大きいこと、また経年では減少傾向にあることが見
て取れる。
　次に、地域別の平均年吹雪量比の推移を図－10，11

に示す。なお、地域区分は表－２の地域分類による。
　北海道北部、北海道東部、北海道中央部では、年毎
の増減は少ない傾向にあり（図－10）、一方で北海道南
部、及び東北他の地域では、比較的年毎の増減が大き
い（図－11）。
　変化傾向を明らかにするため、各地域の近似線を図
中に示す。これによると、北海道東部でのみ、年吹雪
量比は増加傾向にあり、それ以外の地域では、減少傾
向が確認できる。特に北海道南部で、著しく減少して
いる。

図－５　各地点の平均年吹雪量

図－６　北海道北部・東部の年吹雪量の推移

図－７　北海道中央部・南部の年吹雪量の推移

図－８　東北他の年吹雪量の推移
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５．２　視程障害発生頻度

　選定した28地点の視程障害発生頻度は、年吹雪量と
同様に開きが大きく、最大は浜鬼志別の39.0日、最小
は新得の0.1日であった（図－12）。

図－12　各地点の平均視程障害発生日数

図－９　年吹雪量比（全地点平均）の変動

図－10　年吹雪量比（地域別平均）の変動

（北海道北部・北海道東部・北海道中部）

図－11　年吹雪量比（地域別平均）の変動

（北海道南部・東北北部・東北南部等）

図－13　北海道北部・東部の視程障害発生日数の推移

図－14　北海道中央部・南部の視程障害発生日数の推移

図－15　東北他の視程障害発生日数の推移
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　視程障害発生日数の時系列的な変化（図－13 ～ 15、
一部欠測により算出不能）から地域的な傾向の比較を
試みたが、吹雪量と同様に各地点の視程障害発生日数
に大きな差があり、平均日数では視程障害発生日数が
大きい視点の数値に影響を受けやすいと考えられる。
この点を考慮して、年吹雪量と同様に、式（12）に示す
ように各々の箇所での視程障害発生頻度（平均視程障
害発生日数）に対するその年の視程障害発生日数を視
程障害発生日数比と定義し、以降の検討に用いた。

（12）

　また、視程障害発生頻度が1.0日未満の箇所におい
ては、誤差が大きくなることが予想されることから、
解析の対象から除いた。
　図－16は、全地点平均の視程障害発生日数比の推移
であり、図中に近似線を併記した。年吹雪量と同様に、
視程障害発生日数比も年毎の変動が大きいこと、また
経年では減少傾向にあることが分かる。
　次に地域別に平均した視程障害発生日数比の推移を
図－17，18に示す。なお、地域区分は表－２による。
　北海道北部においては、視程障害発生日数の多い年
の前後で視程障害発生日数の少ない年が連続してお
り、概ね８年周期で視程障害発生日数比の大きな年が
存在していた。また、北海道東部や北海道中央部は、
北海道北部と比べると、年毎の変動がやや小さい傾向
にある。更に、北海道南部以南の地域においては、明
らかな減少傾向が見られる。
　視程障害発生日数比の変化傾向を捉えるため、各地
域の線形近似式の傾きを図中に示す。北海道東部での
み増加傾向が確認されたが、他の地域では減少傾向に
あった。また、他の地域と比べ、北海道南部での減少
傾向が大きい。この傾向は、年吹雪量と同様である。

６．まとめ

　気象庁の地上気象観測データを基に、近年の年吹雪
量や視程障害発生頻度の変化傾向を把握するため、推
算を行った。
　その結果、北海道東部では年吹雪量、視程障害発生
頻度ともに増加傾向にあるのに対し、北海道の他の地
域や東北などでは、減少傾向にあるのが明らかとなっ
た。特に北海道南部では他地域に比べ減少傾向が大き
いことが確認された。
　これは近年、冬型の気圧配置による大雪の発生頻度
が減少しており、日本海側の地域では年最深積雪深や
年降雪量が減少傾向にある一方で、北海道東部におい
ては、南岸低気圧の発生頻度の増加傾向に伴い、日降
雪深30cm 以上の出現率が増加傾向にある16）ためと推
測される。
　今後は、現状の分析をさらに進めると共に、将来予
測値を用い、将来の吹雪の傾向について分析を進めて
いきたい。図－16　視程障害発生日数比（全地点平均）の推移

図－17　視程障害発生日数比（地域別平均）の推移

（北海道北部・北海道東部・北海道中部）

図－18　視程障害発生日数比（地域別平均）の推移

（北海道南部・東北北部・東北南部等）
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