
強風時における降雪計測の課題と
二重柵基準降水量計を用いた降雪強度の測定

雪氷チーム

１．はじめに

　近年、急速に発達した低気圧によってもたらされる
暴風雪が激甚化するケースが増えており、平成25年３
月には北海道東部において９名の尊い命が失われるな
ど、その対策が大きな課題となっている。暴風雪によ
る被害の軽減を図るためには、吹雪の激しさを定量的
に把握する必要がある。
　吹雪の程度を示す物理量の１つに“吹雪量”がある。
これは風向に直交する単位幅を単位時間に通過した雪
の総量のことであり１）、風に運ばれた降雪粒子と地吹
雪粒子の合計である。なお、地吹雪粒子とは、１度地
面に降り積もった雪が風によって吹き上げられたもの
を指す。この“吹雪量”を直接計測することは困難で
あり、古くから多くの研究者によって経験式が示され
てきた２）３）４）。しかしながら、これらの式はいずれも
地吹雪に起因する吹雪量のみを対象としており、降雪
に起因する吹雪量は加味されていない。この要因とし
て、強風時には正確な降雪観測を行うことが容易でな
いことが挙げられる。
　また、現在、当研究所では気象データ（降雪、風速、
気温など）から吹雪時の視程を推定し、インターネッ
トサイト『北の道ナビ　吹雪の視界情報』５）において
視界の現況情報および24時間先までの予測情報を提供
している。この予測精度を向上させるうえでも、より
正確な降雪物理量を把握することが求められる。
　そこで本解説では、一般的な地上降雪観測の方法と
その課題について説明するほか、WMO（世界気象機関）
が基準器として定めている二重柵基準降水量計につい
て、その概略と国内での観測事例について紹介する。

２．地上降雪観測の方法および課題点

　一般的な降雪物理量として、降雪量および降雪強度
が挙げられる。降雪量は“一定時間内に新しく降り積
もった雪の深さ”として定義づけられており、現在気
象庁では、積雪深計を用いて計測された時間積雪深差
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図－１　国内の気象観測施設で主に用いられている

　降水量計の外観および内部構造７）８）

を時間降雪量として定めている。しかし、降雪がある
場合でも、強風による吹き払い効果や積雪の圧密沈降
効果によって積雪深が増加しなかった場合には、時間
降雪量が記録されない。
　また、降雪強度は“単位時間・単位面積に降った雪
の重さに等しい水の深さ”として定義づけられている。
一般的に、気象庁アメダスや道路テレメーター等の気
象官署における降雪強度観測には、降水量計（雨量計）
が用いられる６）など。国内において主に用いられている
３種類の降水量計（転倒ます式、温水式、溢水式）の外
観および内部構造を図－１に示す７）８）。受水口はいず
れの降水量計も直径20cm である。なお、通常、溢水
式降水量計は図中に示すような風除け（直径50cm）を
付けて用いられるが、近年では転倒ます式および温水
式降水量計にも風除けを付けるケースが増えている８）。
積雪寒冷地で使用される降水量計の多くは融雪機能

（ヒーター、不凍液など）を有しており、受水口内に取
込まれた降雪粒子が液体の水に融解されたのち、「し
しおどし」と類似の形状をした転倒ますへと集水され、
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図－２（b）　DFIR の構造（断面図）

図－２（a）　DFIR の構造（平面図）

その転倒回数から降水量が算出される（0.5mm の降水
量ごとに１度転倒する）。しかし、受水口上に降る降
雪粒子の全てが受水口に取り込まれるわけではないた
め、多くの場合には真値を過小評価しているケースが
多い。観測誤差の補正処理方法など、実測値を真値に
近づけるための試みが国内外の研究機関において行わ
れている９）10）11）12）など。WMO が1986年から1993年に
かけて実施したプロジェクト（固体降水測定法比較計
画：WMO Sol id Precipitat ion Measurement 
Intercomparison）により、降水量計に対する降雪粒子
の捕捉率は風速に大きく依存することが示され、風除
けが有る場合には70％、無い場合には20％程度（いず
れも風速６m/s、気温－２℃の場合）に低下するとの
報告がなされている13）。また、風速以外の影響として、
測器の存在自体が気流を乱すことによる捕捉損失や、
測器内部を濡らすために消費される濡れ損失（２～ 10
％）、計測前に蒸発によって失われる蒸発損失（０～４
％）などがある14）。そのほか、豪雪地域においては着
雪によって受水口自体が塞がり、計測不能となるケー
スについても報告されている７）16）。
　このように、降雪量および降雪強度の計測には様々
な計測誤差を含むため、直接観測によって正確な値を
把握する事は容易でない。したがって、実測値を真値
に近づけるための補正処理および欠測を防ぐための工
夫が必要不可欠となる。降雪物理量をより正確に把握
するためのアプローチとして、大別すると２種類の方
法がある。１つは実測値を真値に近づけるための測器
開発および改良、もう１つは実測値の補正による真値
への近似が挙げられる。以降、本解説では降雪強度を
対象とし、その補正方法について述べる。

３．実測値の補正による真値の算出

３．１　二重柵基準降水量計（DFIR）の概要

　現在、最も真の降雪強度に近い値を測定することが
できる方法はブッシュゲージ（BUSH Gauge）によるも
のとされている。これは高さを切りそろえた灌木材の
中に、受水口の高さを林の上面にそろえて降水量計を
設置するものである15）17）など。しかし、このブッシュゲ
ージは約３ヘクタールもの大規模な敷地を必要とする
うえ、その維持が大変である。そこで、WMO は二重
柵基準降水量計（Double Fence Intercomparison 
Reference，以下 DFIR）をブッシュゲージに替わる二
次標準器と定め、その測定値を WMO が示す変換式
13）を用いてブッシュゲージ値に換算し、真の降水量と
している。図－２（a）に DFIR の平面図を、図－２（b）

に断面図を示す。DFIR はサイズの異なる２つの正八
角形の風除け柵（外側柵・内側柵の対角長はそれぞれ
12.0m、4.0m）からなり、中央部に降水量計が設置さ
れている。なお、外側柵・内側柵は、ともに長さ1.5m
の板からなり、柵部分の空隙率は50％、内側柵の上部
と降水量計の受水口が等しい高さになるように設置さ
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れてある。

３．２　DFIR 測定値からブッシュゲージ値への変換

　DFIR によって得られた測定値は、雪の場合は式
（１）、雪と雨が混じっている場合は式（２）によってブ
ッシュゲージ値（真値）に変換される。なお、雨の場合
には変換する必要が無いとされている。ここで Ws（m/
s）は、降水量受水口と同じ高さにおける風速を示す。

　ここで留意すべきは、この関係式が風速８m/s 程
度までの観測データから作成されたことである。これ
を超える強風下では、捕捉損失分を補正することがで
きず、正確な降雪強度を算出することができない。そ
のほか、関係式の適用条件の１つに風除けの有無があ
る（転倒ますおよび温水式降水量計には風除けが付け
られていないこと、溢水式降水量計には風除けが付け
られていること）。中井ら16）の指摘にもあるように、測
器の種類や風除けの有無の把握は、今後の観測データ
のみならず過去のデータの捕捉損失補正をするうえで
も重要なメタデータの１つである。

５．おわりに

　ここでは、国内の気象官署における一般的な地上降
雪観測の方法とその課題について説明したほか、二重
柵基準降水量計（DFIR）による降雪計測および計測値
の補正方法について解説した。しかし、現行の補正式
の適用範囲は風速８m/s 程度までであり、強風時の降
雪強度を精度良く算出するための基礎データは不足し
ている。
　このような背景のもと、雪氷チームでは、強風時の
降雪強度をより精度良く算出するための補正式を作成
することを目的とし、昨冬期（2014年12月～）より DFIR
および温水式降水量計を用いた比較観測を開始した。
図－３に、本観測サイト（当研究所石狩吹雪実験場）に
設置した DFIR を示す。この研究成果については今後
報告する予定である。
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表－１　降雪・降雨時における測器別の m と RMSE

４．国内における DFIR を用いた観測事例

　国内の気象官署で主に用いられている一般的な降水
量計（転倒ます、温水式、溢水式）および DFIR を用い
た降雪観測比較が、横山ら７）および Shiraki18）によって、
それぞれ新潟県上越市、北海道女満別にて実施された。
これらは真の降雪強度を算出するための補正方法を確
立する事を目的に行われた数少ない研究事例である。
これらの観測から、降水量計に対する降雪粒子の捕捉
率と風速の関係式が得られた。なお、これらの関係式
は式（３）19）に回帰させて求められたものである。

　ここで、CR は捕捉率を、U は受水口の高さにおける
吹雪時の平均風速（m/s）を、m は測器ごとの係数を示
す。横山らが示した降雪および降雨時の係数 m と平均
二乗誤差（RMSE）を、使用測器ごとに表－１に記す。
この関係式を用いることによって、一般的な降水量計
を用いることで失われる損失分を補正することができ
る。また、前述の DFIR 測定値からブッシュゲージ値
への変換式を用いることで、実測値から真値を算出す
ることが可能となる。
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