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１．はじめに

　吹雪による視程障害の発生を予測し、その情報を活
用することは、冬期道路管理の判断や、道路利用者が
交通行動を適切に判断する上で有効と考えられる。
　このため、著者らは吹雪による視程障害の発生予測
に関する研究に取り組んでいる。その研究では、吹雪
時の視程を風速や気温などの気象条件より推定する手
法１）を用いて予測を試みている。この吹雪時の視程推
定手法の適用に際して、前提条件として吹雪発生の有
無を正確に判別することが必要である。また、吹雪危
険度２）を評価する上で必要な年累計吹雪量を推定する
際にも、より正確な吹雪発生の判別が求められている。
　降雪時の吹雪発生と風速や気温との関係（吹雪発生
条件）については竹内ら３）により整理されている。し
かし、降雪を伴わない吹雪（以下、地吹雪とする）の発
生条件は、風速や雪面状態に影響を及ぼす様々な要因
が複雑に関係しており、十分に解明されていない。
　そこで本報では、北海道石狩市美登位で冬期間に動
画映像の撮影と気象観測を行い、地吹雪発生状況と気
象条件との関係について解析を行ったので、その結果
を報告する。
　なお、地吹雪は「高い地吹雪」（人の目線高さ以上
まで水平視程が悪化する場合）と「低い地吹雪」（人の
目線高さまでは水平視程が悪化しない場合）に分けて
解析した。

２．調査方法

２．１　データ取得

２．１．１　観測データ

　著者らは、地吹雪発生状況とその時の気象条件を把
握するため、北海道石狩市美登位に位置する石狩吹雪
実験場内（図－１）において、動画映像の撮影と気温、
風速、積雪深の観測を行った。なお、観測箇所は、石
狩川の河川敷に隣接しており、200m以上の吹走距離
が確保された平坦な場所である。
　観測期間は2007年１月17日～２月28日、2007年12月

※国土地理院 基盤地図情報より

図－１　観測箇所（石狩吹雪実験場）

19日～ 2008年２月29日、2009年１月７日～２月28日、
2009年12月31日～ 2010年２月28日、2011年１月10日
～２月28日の５冬期間とした。
　動画映像の撮影は、地上高約1.7m に設置した ITV
カメラを用い７～ 16時の時間帯に行った。撮影では
１時間当たり５分間（2006年度のみ２分間）の動画映像
を３回取得した。取得時間は、2006年度が毎時00 ～
02分、20 ～ 22分、40 ～ 42分、2007 ～ 08年度が毎時
00 ～ 05分、20 ～ 25分、40 ～ 45分、2009 ～ 10年度が
毎時2.5 ～ 7.5分、12.5 ～ 17.5分、22.5 ～ 27.5分である。
なお、地吹雪の発生状況が判別しやすいよう、ITV
カメラ前方10 ～ 255m の間に設置した黒色の視程板
９枚を、動画映像の撮影対象とした。
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　また、動画映像から判別ができない７時～ 16時以
外の時間帯についても、気象庁の１㎞メッシュの解析
雨量データを用い、降水量0.4㎜ /h 以上の場合を「降
雪あり」、未満の場合を「降雪なし」と判別した。
２．２．３　地吹雪発生時の気象条件

　気温（T）及び風速（V）は、判別した地吹雪発生状況
とのマッチングが取りやすいよう10分毎に平均し、こ
れを解析に用いることとした。ただし、風速（V）は鉛
直方向に対数分布則が成り立つと仮定して、地上高
10mの風速（V10）に換算した。換算では、雪面の粗度
定数 Z0を1.0×10－4m４）と仮定し、2008、2009年度は
高さ１点で観測した風速値より、2006、2007、2010年
度は複数の高さで観測した風速値より地上高10mの
風速（V10）を求めた。
　このようにして求めた気温（T）及び風速（V10）の10
分平均値と、この観測時間内に撮影した動画映像より
判別した吹雪発生状況を対応させ、後述する地吹雪の
発生と気象データとの関係についての解析に用いた。

３．データ解析

３．１　地吹雪発生時の気象条件

　地吹雪発生時の気温（T）と風速（V10）の関係につい
て図－２に示す。
　また、比較のため、既往研究３）の降雪のある場合の
低い地吹雪発生臨界風速と高い地吹発生雪臨界風速を
併せて示した。
　図－２より、地吹雪は気温（T）が３℃未満かつ風速
（V10）が５m/s 以上の場合に多く発生していた。これ
は、図－２に示す竹内らの既往研究３）の低い地吹雪発
生臨界風速とも概ね一致するものであった。

　気温は地上高約４mに設置した気温計を用い、また、
風速は地上高1.5m（2006、08、10年度）、2.1m（2006、
07、09年度）、2.4m（2010年度）、3.0m（2006、07年度）
に設置した風向風速計を用いて、共にサンプリング間
隔１秒で観測した。積雪深はサンプリング間隔1時間
で観測した。
２．１．２　解析雨量データ

　降雪の有無を把握するため、気象庁で解析された１
㎞メッシュの解析雨量データを入手し、観測箇所に最
も近傍の解析雨量データを抽出し用いた。

２．２　データの整理方法

２．２．１　地吹雪発生状況の判別

　地吹雪の発生は、取得した動画映像（３映像／時間）
を用いて、目視で判別した。判別方法は、表－１に基
づき地吹雪の発生状況を３つに判別し、これに地吹雪
が発生していない状況の「吹雪なし」と後述する「不
明」を加え計５つに分類した。
　なお、ITV カメラへの着雪等により判別ができな
い場合は不明とし、判別データから除外した。また、
高い地吹雪か降雪かの判別が難しい場合は、積雪深の
計測値に増加が見られず、かつ、気象庁の１㎞メッシ
ュの解析雨量データからも降雪がないと判断された場
合のみ「連続的な高い地吹雪」と判別し、それ以外の
場合は不明に分類した。
２．２．２　降雪の有無の判別

　“降雪のない”地吹雪の発生条件を明らかとするた
め、解析の際に、降雪があるデータを除外する必要が
ある。このため、地吹雪発生状況の判別に用いた動画
映像を用い、７～ 16時における降雪の有無を視程板
の上空や前を落下する降雪粒子の有無などにより降雪
の有無を判別した。

表－１　地吹雪発生状況の動画映像による判別方法
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　そこで、以下に示す地吹雪の発生条件（条件１）を用
いて地吹雪の発生を判別し、その結果と動画映像より
判別した地吹雪発生の有無を、対比表に整理した（表

－２）。
　（条件１）　T＜３℃かつ V10≧５m/s

　さらに、表－２のデータについて表－３の定義に基
づき地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率、スレット
･スコア * を算出した。
　なお「適中率」は、発生条件による判別結果（地吹

雪のあり・なし）が動画映像で判別した実況と一致し
た事例（Ａ＋Ｄ）を全事例（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）で除した値
であり、判別結果の適中した割合を示したものである。
「見逃し率」は、実況では地吹雪が発生していたが判
別結果では地吹雪の発生なしと判別した事例（Ｃ）の割
合、「空振り率」は、実況では地吹雪が発生していな
かったが判別結果では地吹雪の発生ありと判別した事
例（Ｂ）の割合を示したものであり、「適中率」に「見
逃し率」、「空振り率」を合わせると100％（全事例）と
なる。
　また、スレット・スコアとは、今回の地吹雪のよう
に発生頻度の低い現象に対する判別精度を評価する指
数として気象学の分野で広く用いられているものであ
る。具体的には、全事例から適中した地吹雪発生なし
の事例（Ｄ）を除いた事例（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）に対する適中し
た地吹雪発生ありの事例（Ａ）の比を示したものであ
る。
　その結果、地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率は
それぞれ76.59％、1.20％、22.21％であり、スレット ･
スコアが0.22であった。これより、地吹雪の発生を空
振りした件数（表－３のＢ）が1207件と多く見られ、空
振り率が高いことがわかる。このため、地吹雪発生の
判別精度向上には、この空振り件数を減らすことが必
要と考えられる。
　佐藤ら５）は、飛雪粒子の飛び出し風速は新雪時には
約５m/s であるが、１～３日間後には10m/s 以上と
なると述べている。このように、地吹雪の発生臨界風
速は、積雪面の雪質などの違いによって変化し、降雪
のない場合は降雪時より高くなると考えられる。この
ため、地吹雪の発生は積雪面の雪質に影響を及ぼすと
考えられる気象などの履歴条件を考慮することで、精
度良く判別できるようになると考えられる。
　また図－２より、高い地吹雪は、既往研究３）の降雪
のある場合の高い地吹雪発生臨界風速より低い風速で
も多く発生しており、低い地吹雪発生臨界風速と同程
度の風速でも発生が見られた。
　既往研究３）では、降雪時の高い地吹雪の発生を、雪

図－２　地吹雪時の気温と風速（降雪なし）

表－２　地吹雪発生条件に基づいて判別した

　　　地吹雪発生の有無と実況の対比表

（気温（T）＜３℃かつ風速（V10）≧５m/s）

表－３　地吹雪発生判別の適中率・見逃し率・

空振り率 　　　　　　　　

＊スレット ･スコア（Threat�Score,�TS）：稀な現象・事象を２
つ以上のカテゴリで予報・推定する手法について、その手法の
精度を評価する指標の１つである。
　例えば、雪崩の発生など稀な現象を予報し適中することが重
要な場合、常に雪崩が発生しないという予報を出し続けても、
その適中率は高くなってしまい、適中率のみでは予報手法の精
度を評価できない。このような場合、稀な事象を適中させる性
能を評価する指標の１つとしてスレット ･スコアが用いられ
る。天気予報などの分野で主に用いられる。
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３．２．２　地吹雪発生と降雪終了後の最高気温及び

　　　　　　日射量

　雪面の雪粒子間の結合は、厳密には降雪終了後の経
過時間が同じであっても、その間に雪面の雪粒子が経
験する気温や日射などの気象条件によって変化すると
考えられ、地吹雪の発生臨界風速はこれらの条件によ
って異なると考えられる。
　そこで、図－４、図－５に地吹雪発生時の風速（V10）
と降雪終了後の最高気温（Tmax）や各時間の全天日射量
（MJ/ ㎡）を積算した積算日射量（MJ/ ㎡）（S）との関
係を整理した。
　なお、本調査では石狩吹雪実験場において日射量の
観測を行っていなかったため、ここでは石狩吹雪実験
場より南南西へ約15㎞離れた札幌管区気象台の全天日
射量の観測値を入手し、積算日射量（MJ/ ㎡）（S）を
整理した。
　図－４より、地吹雪は降雪終了後の最高気温３℃未
満かつ風速５m/s 以上の条件で多く発生しており、図

－２の結果とも地吹雪の発生する条件が類似する結果
が得られた。
　また、この条件による地吹雪発生の判別精度を確認
するため、以下の発生条件（条件３）に基づき地吹雪発

面上約1.5m に設置した光減衰式視程計で記録された
出力値の振幅の大きさや波形の変化を基に判別してい
る。一方、本調査では動画映像を基に表－１に示した
方法で高い地吹雪を判別している。こうした判別方法
の違いが、本調査と既往研究とで判別結果が異なる要
因の一つと考えられる。
　本調査では、低い地吹雪発生時と高い地吹雪発生時
の気温と風速の関係に大きな違いが見られなかったこ
とから、以降の解析では低い地吹雪と高い地吹雪を合
せた地吹雪発生の有無と気象条件の関係に着目して考
察を行った。

３．２　地吹雪発生と降雪終了後の気象履歴

３．２．１　地吹雪発生と降雪終了後の経過時間

　雪粒子間の結合（焼結）は、降り積もった瞬間から時
間の経過とともに成長を続けており、地吹雪の発生源
となる雪面の雪粒子間の結合力は時間の経過とともに
大きくなる６）とされている。このため、地吹雪発生臨
界風速は、降雪終了後の経過時間とともに大きくなる
と考えられる。
　そこで、地吹雪発生時の風速（V10）と降雪終了後の
経過時間（H）の関係について図－３に整理した。
　図－３より、地吹雪発生時の風速は、降雪終了後の
経過時間（H）の増加とともに、降雪時の地吹雪臨界風
速（５m/s）３）より高くなる傾向が見られる。そこで、
風速５m/s 以上の条件で地吹雪ありと地吹雪なしの
事例を対象に、降雪終了後の経過時間（H）と風速（V10）
を説明変数とし、地吹雪発生の有無についての判別分
析を行った。その結果、式（1）に示す判別関数を得た。
　　　　V10＝0.045× H ＋6.215　・・・・・・・（1）

　また、この判別関数による地吹雪発生有無の判別精
度を確認するため、式（1）により決まる地吹雪の発生
条件（条件２）に基づき、地吹雪発生の有無を判別した。
表－４には、その結果と動画映像より判別した地吹雪
発生の有無を、対比表に整理した。
　（条件２）　V10≧0.045× H ＋6.215

　さらに、表－４のデータについて表－３の定義に基
づき地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率、スレット
･スコアを算出した。
　その結果、地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率は
それぞれ88.70％、2.10％、9.20％であり、スレット ･
スコアが0.34であった。このように、降雪終了後の経
過時間を用いることで「条件１」による判別と比べ適
中率やスレット・スコアが増加した。

図－３　降雪終了後の経過時間と風速（降雪なし）

表－4　地吹雪発生条件に基づいて判別した

　　 地吹雪発生の有無と実況の対比表

（V10≧0.045× H ＋6.215）
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　さらに、表－３の定義に基づき地吹雪の適中率、見
逃し率、空振り率、スレット ･スコアを表－６より算
出した。
　その結果、適中率、見逃し率、空振り率はそれぞれ
88.46％、2.10％、9.44％であり、スレット ･スコアが
0.33であった。この適中率やスレット・スコアは、「条
件２」による判別と同等である。
３．２．３　地吹雪発生と降雪終了後の強風時間

　地吹雪の供給源となる降雪直後の結合力が弱い雪面
の雪粒子は、強風にさらされると削剥により減少する
ほか、硬化することが考えられる。このため、強風に
さらされ続けた雪面では地吹雪が発生しにくくなるこ
とが想定される。
　なお、既往研究５）７）において飛雪粒子の飛び出しや
雪面の削剥が風速５m/s 以上で発生することが確認
されている。そこで、地吹雪発生時の風速（V10）と降
雪終了後に５m/s 以上の風速が発生した時間（以降、
強風時間（HV5））の関係について図－６に整理した。

が0.27であった。このように、適中率やスレット・ス
コアが「条件１」による判別と比べ増加したものの、「条
件２」による判別と比べると低かった。
　図－５より、地吹雪発生時の風速は降雪終了後の積
算日射量の増加に伴い、降雪時の地吹雪臨界風速５
m/s３）より大きくなる傾向が見られる。そこで、風速
５m/s 以上の地吹雪ありと地吹雪なしの事例を対象
に、降雪終了後の積算日射量（S）と風速（V10）を説明変
数とし、地吹雪発生の有無についての判別分析を行っ
た。その結果、式（2）に示す判別関数を得た。
　　　　V10＝0.018× S ＋6.240　・・・・・・・（2）

　また、この判別関数による地吹雪発生の判別精度を
確認するため、式（2）により決まる地吹雪の発生条件
（条件４）に基づき、地吹雪発生の有無を判別した。表

－６には、その結果と動画映像より判別した地吹雪発
生の有無を、対比表に整理した。
　（条件４）　V10≧0.018× S ＋6.240

生の有無を判別し、その結果を対比表に整理した（表

－５）。
　（条件３）　Tmax ＞３℃かつ V10≧５m/s

　さらに、表－５のデータについて表－３の定義に基
づき地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率、スレット
･スコアを算出した。
　その結果、適中率、見逃し率、空振り率はそれぞれ
82.59％、1.29％、16.12％であり、スレット ･ スコア

図－４　降雪終了後の最高気温と風速（降雪なし）

表－５　地吹雪発生条件に基づいて判別した

　　　地吹雪発生の有無と実況の対比表

（降雪終了後の最高気温（Tmax）＜３℃かつ風速（V10）

≧５m/s）　　　　　　　　　　　　　　　　　

表－６　地吹雪発生条件に基づいて判別した

　　　地吹雪発生の有無と実況の対比表

（V10≧0.018× S ＋6.240）

図－５　降雪終了後の積算日射量と風速（降雪なし）
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　さらに、表－７のデータについて表－３の定義に基
づき地吹雪の適中率、見逃し率、空振り率、スレット
･スコアを算出した。
　その結果、適中率、見逃し率、空振り率はそれぞれ
88.76％、2.37％、8.87％であり、スレット ･スコアが
0.33であった。この適中率やスレット・スコアは、「条
件２」や「条件４」による判別と同等である。
３．３　地吹雪発生条件別の判別精度

　各地吹雪の発生条件に基づき整理した適中率、見逃
し率、空振り率、スレット・スコアを表－８に整理し、
判別結果を比較した。
　はじめに、各条件の適中率、見逃し率、空振り率に
ついて見ると、適中率については、「条件２、４、５」
とも概ね同等で約88％と、「条件１、３」に比べ高い。
一方、見逃し率については、「条件１、３」でそれぞ
れ1.20％、1.29％と、「条件２、４、５」より低い。ま
た、空振り率については、「条件２、４、５」が概ね
等しく約９％と「条件１、３」に比べ低い。
　この精度の良し悪しに関しては、絶対的な判断基準
がなく、評価が難しい。ただし、気象庁では降水予報
の適中率や見逃し率、空振り率を公表８）している。こ
れによると、冬期間（H23.11 ～ H24.3）の５時及び17時
に発表された北海道の降水有無に関する当日の予報で
は、適中率、見逃し率及び空振り率が、それぞれ約79
％、６％、15％である。
　今回の結果は、降水予報の適中率等と単純に比較で
きるものではないが、条件２～５では気象庁の降水予
報に匹敵する精度が得られていると考えられる。
　さらに、スレット・スコアについて見てみると、「条
件２、４、５」を用いた場合の値は0.33 ～ 0.34で、「判
別条件１、３」に比べて高く、いずれも適中率は88％
程度であった。次に、「条件２、４、５」に絞って見
逃し率を見ると、「条件２、４」が「条件５」に比べ
わずかに低い結果が得られている。
　これらを踏まえると、今回着目した条件の中では、
スレット ･スコアが高く、その中でも見逃し率の低い
結果が得られた「条件２、４」によって、地吹雪の発

　図－６より、地吹雪発生時の風速（V10）は降雪終了
後の強風時間（HV5）の増加に伴い、降雪時の地吹雪臨
界風速５m/s３）より大きくなる傾向が見られる。そこ
で、風速５m/s 以上の地吹雪ありと地吹雪なしの事
例を対象に、降雪終了後の強風時間（HV5）と風速（V10）
を説明変数とし、地吹雪発生の有無についての判別分
析を行った。その結果、式（3）に示す判別関数を得た。
　　　　V10＝0.105× HV5＋6.305　・・・・・・・（3）

　また、この判別関数による地吹雪発生の判別精度を
確認するため、式（3）により決まる地吹雪の発生条件
（条件５）に基づき、地吹雪発生の有無を判別した。表

－７には、その結果と動画映像より判別した地吹雪発
生の有無を、対比表に整理した。
　（条件５）　V10≧0.105× HV5＋6.305

図－６　降雪終了後の強風時間と風速（降雪なし）

表－７　地吹雪発生条件に基づいて判別した

　　　地吹雪発生の有無と実況の対比表

（V10≧0.105× HV5＋6.305）

表－８　地吹雪の各発生条件の判別結果
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の気象条件等が複合的に関係していると考えられ、地
吹雪判別条件は複数の気象条件を基に検討することも
必要と考えられる。
　また、地吹雪発生条件の判別精度は、ドライバーの
安全を考慮すると、地吹雪をできるだけ見逃さないよ
う判別条件を設定すべきであり、これに伴う空振り率
の上昇や適中率の低下はある程度許容できるものと考
えられる。
　これらの課題を踏まえ、今後は、複数の気象条件を
説明変数とした多変量解析等にも取り組み、地吹雪発
生の判別方法を検討していきたい。
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生を判別することが適切と考えられる。

４．まとめ

　本調査では、北海道石狩市美登位で冬期間に観測し
た気象データなどを基に、地吹雪発生状況と気象条件
との関係について解析を行い、以下の結果を得た。
１）�降雪を伴わない地吹雪は、降雪終了後の最高気温
（T）が３℃未満かつ地上高10m の風速（V10）が５
m/s 以上の気象条件で多く発生する傾向にある。

２）�降雪を伴わない地吹雪の発生臨界風速（V10）は、
降雪終了後の経過時間（H）や積算日射量（S）、地
上高10mの風速５m/s以上の発生時間（強風時間）�
（HV5）が大きいほど、高くなる傾向にある。

３）�風速（V10）と降雪終了後の経過時間（H）や最高気温
（Tmax）、積算日射量（S）、強風時間（HV5）を用いて
地吹雪発生の判別条件や判別関数を検討した結
果、82.59 ～ 88.76％の適中率や0.27 ～ 0.34のスレ
ット ･スコアが得られた。

５．今後の課題

　本調査では、降雪終了後の雪面の雪質変化などに影
響を及ぼす条件として、経過時間や最高気温、積算日
射量、強風時間に着目し、各々の条件を説明変数とし
地吹雪発生条件について検討を行った。また、さらに
地吹雪発生条件別の判別精度について、スレット・ス
コアや適中率等に着目し、適中精度について考察した。
　しかし、日射量については調査箇所で観測を実施し
ていなかったため、札幌管区気象台の全天日射量の観
測値を本調査では用いた。このため、日射による地吹
雪発生への影響を厳密には評価できていない恐れがあ
る。さらに、地吹雪発生前の降雪量を考慮しなかった
が、地吹雪の発生やその継続性などを把握する上では
降雪量も重要な説明要因であることが考えられる。
　このため、地吹雪発生前の日射量や降雪量が地吹雪
の発生に及ぼす影響について、さらに調査が必要であ
る。
　この他、既往研究による降雪時の地吹雪発生臨界風
速が５m/s３）５）７）であるのに対し、本調査において判
別分析のみで得た判別関数では降雪終了直後における
地吹雪発生臨界風速が６m/s 以上（式（1）、（2）、（3））
となり、降雪時の地吹雪発生臨界風速と若干の差異が
見られた。
　地吹雪発生は、厳密にはこれまで述べたような複数
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