
積雪寒冷地における短期集中降雪と寒さに関する指標の将来傾向

Trends of Future Heavy Snowfall and Accumulated Freezing Indexes
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　将来にわたり冬期道路管理を十分かつ効果的に実施するために、気候変動の影響を考慮した道路雪
氷対策の長期計画を検討することが重要である。本論文では、短期集中降雪および冬期の寒さの指標
について、気象観測値と気候モデルの出力値との関係に基づいた将来推定方法を検討した。つぎに、
この方法を我が国の積雪寒冷地域に適用し、近未来および21世紀末の変化傾向を求めた。その結果、
北海道内陸地域で短期集中降雪が増加する傾向が示され、その影響を緩和するための方策が考慮され
る。また、北海道の寒冷地域では、凍結融解日数の増加傾向が示された。これは、凍結融解作用に伴
う舗装損傷の可能性が高くなることを示唆するものである。

《キーワード：将来傾向、短期集中降雪、積算寒度、凍結融解日、冬期道路管理》

　To achieve sufficient, effective winter maintenance, it is important that long-term snow and ice 
hazard mitigation plans be examined and formulated by taking into consideration the influence of 
climate change. In this study, we have developed a method of predicting more accurately the 
indexes of heavy snowfall events that occur over short periods of time and future projections of 
winter temperatures based on the relationship of observed data to the climate model predicted 
values. Subsequently, we have applied this methodology for Japanese snowy cold regions, in order 
to clarify the trends for near future and century-end future period changes. The results indicate 
that current measures to mitigate the effects of extremely heavy snowfall in inland areas of 
Hokkaido may require enhancement of operational procedures. In addition, the possibility of 
pavement damage in the colder regions is expected to increase due to the increment in the 
number of freeze-thaw days.

《Keywords：future prospects, heavy snowfall events, accumulated freezing index, freeze-thaw day, 
winter maintenance》
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２．解析指標および推定方法

　本論文で対象とする指標は、短期集中降雪の指標が
24時間最大降雪量と６時間降雪量10cm 以上の頻度、寒
さの指標が１冬期積算寒度と凍結融解日数である（表

－１）。なお、本研究での冬期は、当年11月１日から翌
年４月30日までとした。

２．１　将来の短期集中降雪指標の推定方法

　将来の短期集中降雪指標の推定に用いたデータは、
新潟県以北の気象庁アメダスおよび北海道開発局所管
の道路気象テレメータのうち、積雪深を計測している
161箇所の観測値と、気象庁気象研究所で開発された
地域気候モデル NHRCM（Non-hydrostatic Regional 
Climate Model、解像度５km での実行結果）の時間積
雪深の出力値である４）。観測値の収集期間は、1980年
冬期またはそれ以降の観測開始から1999年冬期までと
した。解析に用いた NHRCM の出力値は、現在気候

１．はじめに

　近年、我が国の積雪寒冷地域の冬期降雪量が減少傾
向にある中で１）、短期間の多量の降雪（以下、短期集中
降雪という）によって車両の立ち往生や渋滞などがし
ばしば発生している２）、３）。また、寒冷地域では、冬期
温暖化に伴う凍結融解サイクルの変化に伴う構造物の
劣化も懸念される。一方、道路雪氷対策施設の設計や
計画などには、過去の気象観測値に基づいて得られた
雪や寒さに関する指標が用いられている。しかし、将
来に亘って十分な対策効果が得られるようにするため
に、気候変動の影響を考慮に入れた長期的な雪氷対策
計画を検討することが重要と考えられる。
　気象庁が発表する地球温暖化予測情報第８巻４）によ
れば、日本における20世紀末（1980-1999年）の現在気
候、2015-2035年の近未来気候、21世紀末（2076-2095年）
の将来気候の気象要素の変化量の分布図と、７地域に
分割した増減傾向について公表されている。冬期に関
連する気象要素として、年および月ごとの最深積雪と
降雪量、年および３か月ごとの真冬日と冬日の日数が
収録されている。ところで、海外では将来の気候変動
による冬期道路管理の影響について報告がある５）、６）。
しかし、道路雪氷対策の検討に必要な、短期集中降雪
と寒さに関する指標の将来傾向は、国内外において検
討されていない。
　本論文では、短期集中降雪および冬期の寒さに関す
る指標について、気象観測値と気候モデルの出力値と
の関係に基づき、将来傾向を推定する方法を検討した。
つぎに、この方法を北海道・東北地方・新潟県に適用し、
現在から近未来および21世紀末の変化傾向を求めた。

表－１　本論文で対象とする指標

写真－１　道路上のポットホール
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（1980-1999年冬期）、近未来気候（2016-2035年冬期）、
将来気候（2076-2095年冬期）における時間積雪深であ
る。ここでは、観測値および NHRCM 出力値とも１時
間ごとの積雪深の増加量を、その１時間の降雪量とし
た。観測値と比較する気候モデルの出力値は、当該観
測地点と距離が最も近い格子の値を採用した。
　気候モデルとは、大気－海洋－陸面を結合して、太
陽放射を入力とする地球の自然現象の応答を数値モデ
ルによってシミュレーションする手法で、将来の気候
変動予測などの研究に用いられる。NHRCM の計算
領域を図－１に示す。試算領域の側面境界値は、IPCC

（Intergovernmental Panel on Climate Change）の
A1B シナリオ８）、10）を外部強制力として予測計算を実行
した20km 解像度の全球気候モデル MRI-AGCM3.211）

から、15km 解像度の地域気候モデルを経由して与え
ている12）。なお、A1B シナリオは、大気中の温室効果
ガス濃度が21世紀末頃に20世紀末の約２倍となるもの
で、最新の IPCC のシナリオでは RCP6.0（代表的濃度
経路における高位安定化シナリオ）の推移に類似して
いる10）、13）。また、海面水温の予測値は、第３次大気海
洋結合モデル相互比較プロジェクト（CMIP3）から選択
した18の気候モデルが予測した海面水温変化量の平均
値を、後述する現在気候の期間に観測された海面水温
に上乗せして与えている４）。NHRCM は、解像度５km
で地形の影響をより現実に近い形で予測計算に反映さ
せていること、かつ時別値を出力しており後述する時
間降雪量の推算が可能であることから、本研究で用い
ることとした。
　気候モデル NHRCM の出力値は、５km 格子内の平
均的な値で、かつそれぞれの計算期間内で出現すると

図－１　全球気候モデル MRI-AGCM3.2を用いた地域気

候モデル NHRCM の計算領域４） 　　　　　　

予測される気象値を示している。そのうち、積雪深は
物理過程を計算した数値モデルによって算出され、雪
温・バルク密度・乾き雪積雪水量・含水量の予報変数
によって見積もられる。よって、現在気候（1980-1999
年冬期）期間において、アメダスなどの１地点の観測
値と該当する NHRCM ５km 格子の出力値は異なる。
そこで、対象とする気象観測161箇所の将来予測値を
推定するために、気象観測値と気候モデルの出力値と
の関係に基づいた推定方法を検討する必要がある。本
論文では、Piani et al.14）を参考に、以下（１）～（４）の
手順で気候モデルの各年代における出力値を補正した
うえで、気象観測地点ごとに短期集中降雪の指標を推
定した。
　一例として、アメダス新篠津（北海道石狩管内）にお
ける将来の24時間最大降雪量の推定方法を、図－２に
示す。

（１）アメダス観測値から算出した1980-1999年の冬期
ごとの24時間最大降雪量（図－２①の○）を、地点
別に大きい方から順に並べかえる（図－２②の○）。

（２）各観測地点に対応する気候モデル NHRCM 格子
点の現在気候再現値（1980-1999年冬期）から推算
した24時間最大降雪量（図－２①の■）を、地点別
に大きい方から順に並べかえる（図－２②の■）。

（３）観 測 値 か ら 算 出 し た24時 間 最 大 降 雪 量 と、
NHRCM 格子点の現在気候再現値から推算した
24時間最大降雪量の順列値について散布図に示
し、回帰式（一次式）を求め、これを補正式とする

（図－２③）。
（４）（３）で求めた補正式を、NHRCM の現在気候、

近未来気候（2016-2035年冬期）、および将来気候
（2076-2095年冬期）より推算した24時間最大降雪
量に対して適用し、補正後の24時間最大降雪量の
各期間における平均値、最大値、標準偏差を求め
る（図－２④）。

２．２　将来の寒さに関する指標の推定方法

　将来の寒さに関する指標の推定に用いたデータは、
対象地域で気温を計測している気象庁アメダスのうち、
観測開始が2000年以降の箇所を除外した319箇所の観
測値（1980-1999年冬期）と、各観測箇所に対応する
NHRCM の補正済気温出力値（現在気候、近未来気候、
将来気候）である。
　気温の補正については、Piani et al.14）に基づいてお
り、地球温暖化予測情報第８巻に収録されている４）。
１冬期積算寒度と凍結融解日数は、表－１にしたがっ
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近未来気候が90 ～ 100％、将来気候が86 ～ 100％であ
った。各指標および対象期間において、85％以上で正
規分布と判断されたことから、各指標は概ね正規分布
が仮定できるものとして扱った。

３．結果

３．１　観測値と補正した NHRCM 出力値との関係

　本研究では、短期集中降雪の指標について２．１節
で示した手法により、対象161箇所ごとに補正式を作
成した。その結果、補正式の相関係数の平均値は、24
時間最大降雪量が0.94、６時間降雪量10cm 以上の頻
度が0.93で強い相関にあることが認められた。つぎに、
現在気候（1980-1999年冬期）期間における観測値から
算定した短期集中降雪の指標と、同期間の補正後の
NHRCM 出力値から算定した短期集中降雪の指標につ
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て冬期ごとに算出し、各気候期間の平均値、最小値（１
冬期積算寒度）または最大値（凍結融解日数）、標準偏
差を求めた。一例として、アメダス新篠津（北海道石
狩管内）における将来の１冬期積算寒度の推定方法を、
図－３に示す。

２．３　各指標の正規性の確認

　標準偏差に基づいて値の散らばり具合を評価するに
は、標本（観測値および NHRCM 現在・近未来・将来
気候における各指標）が正規分布をなすと仮定する必
要がある。そこで、対象地点における短期集中降雪お
よび寒さに関する指標の正規性を、Kolmogorov-
Smirnov（コルモゴロフ・スミルノフ）検定を用いて確
認した（有意水準５%）15）。その結果、各指標の対象地
点の数に対し、正規分布と判定された地点の占める割
合は、観測値が100％、NHRCM 現在気候が98 ～ 100％、

図－３　将来の１冬期積算寒度の推定方法（アメダス新篠津の例）

図－２　将来の24時間最大降雪量の推定方法（アメダス新篠津の例）
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図－５　観測値と NHRCM 出力値（気象庁補正済）から推算した寒さに関する指標の平均値、最小・最大値、標準偏差

の散布図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図－４　観測値と NHRCM 出力値（補正後）から推算した短期集中降雪指標の平均値、最大値、標準偏差の散布図

いて、平均値、最大値、標準偏差の散布図を作成した
（図－４）。平均値は、24時間最大降雪量、６時間降雪
量10cm 以上の頻度とも比例関係にあった。最大値と
標準偏差は、各指標とも概ね比例関係の傾向にあった。
　現在気候（1980-1999年冬期）期間における観測値か
ら算定した寒さに関する指標と、気象庁による気温補
正済の同期間の NHRCM 出力値から算定した寒さに
関する指標について、平均値、最小値または最大値、
標準偏差の散布図を図－５に示す。平均値、最小値ま

たは最大値は、各指標とも概ね比例関係の傾向にあっ
た。一方、標準偏差は、１冬期積算寒度が150℃以下
では比例関係の傾向にあるが、それ以上では比例関係
は見られなかった。凍結融解日数は、観測値および
NHRCM 出力値とも概ね５から15日に集中する傾向と
なった。

３．２　将来の平均値の分布傾向

　２章の手法で推算した短期集中降雪および寒さに関    
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図－６　短期集中降雪指標の平均値の変化傾向（近未来・将来気候－現在気候）

図－７　寒さに関する指標の平均値の変化傾向（近未来・将来気候－現在気候）

ホーツク海側で現在より０～４回程度増加する地点が
多く、４回以上増加する地点も散見された。東北地方
の南部から新潟県の山沿いで増加する傾向が見られた
一方で、北海道の太平洋側、東北地方の大部分では、
現在より０～４回程度減少する地点が多く、新潟県の
上越・中越地方では10回以上の減少が見られた（図－

６右）。
　１冬期積算寒度の平均値は、現在から近未来にかけ
て北海道では０～ 300℃、東北地方と新潟県では０～
100℃程度の増加傾向が見られた。現在から将来の変
化量は、北海道では100 ～ 500℃以上、東北地方と新
潟県では０～ 300℃程度増加傾向が見られ、近未来と
比較し大きかった（図－７左）。
　凍結融解日数の平均値は、現在から近未来にかけて

する各指標について、近未来気候（2016-2035年冬期）
または将来気候（2075-2095年冬期）と現在気候（1980-
1999年冬期）との平均値の差を算出し、これらを変化量
として地図上に分布図として図－６と図－７に示した。
　24時間最大降雪量の平均値は、現在から近未来およ
び将来にかけて主に北海道日本海側・内陸部・オホー
ツク海側と、東北地方脊梁山脈部の南部から新潟県の
山沿いで増加する傾向が見られた。また、近未来およ
び将来気候の対象地点の増減傾向は大部分で10cm 以
内であるが、北海道内の３～４地点では20cm 以上の
増加、東北地方および新潟県の沿岸部では10cm 以上
の減少が推定された（図－６左）。
　６時間降雪量10cm 以上の頻度の平均値は、近未来
から将来にかけて、北海道では日本海側、内陸部、オ
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北海道の中央部および北東側は０～ 16日程度の増加、
北海道の南西側、東北地方および新潟県の大部分で０
～ 16日程度減少する傾向にあった。また、現在から将
来の変化量は近未来よりも大きく、北海道の中央部お
よび北東側は８～ 32日程度の増加、東北地方および新
潟県の大部分で40日以上減少する傾向にあった（図－７

右）。

３．３　将来の地域ごとの変化傾向

　短期集中降雪および寒さに関する指標について、気
候区分16）や地形、気象庁二次細分区域17）をもとに分類
した９つの地域ごとの変化傾向を分析した（図－８）。
分析項目は、現在・近未来・将来気候の平均値、最大
値または最小値（１冬期積算寒度）、標準偏差である。
な お、 現 在 気 候 は 観 測 値、 近 未 来・ 将 来 気 候 は
NHRCM 出力値を用いた。
　短期集中降雪指標の地域ごとの変化傾向について、
図－９に示す。24時間最大降雪量は、現在から将来に
かけて、平均値の変化は北海道内陸部では５cm 程度
の増加、東北日本海側・太平洋側および新潟県は５～
10cm 程度の減少、その他の地域の増減傾向は４cm 以
内であった。最大値は、近未来気候では北海道日本海
側・内陸部・太平洋側西部ならびに東北日本海側で10
～ 20cm 程度の増加傾向、その他の地域では同値また
は減少していた。将来気候では、北海道日本海側・内
陸部・オホーツク海側・太平洋側西部ならびに東北脊
梁山脈部で３～ 20cm 程度の増加傾向、その他の地域
では減少していた。また、６時間降雪量10cm 以上の
頻度は、現在から近未来・将来にかけて、北海道日本
海側・内陸部・オホーツク海側では、平均値とともに
最大値が５～ 10回程度増加する傾向が見られた。一
方、新潟県では、現在から将来にかけて、平均値が12
日程度、最大値が20日程度の減少傾向となった。
　寒さに関する指標の地域ごとの変化傾向について、
図－10に示す。１冬期積算寒度は、全ての地域で平均
値、最大値とも上昇傾向にある。平均値について、東
北地方および新潟県と北海道を比較したところ、より
寒冷な北海道内陸部・オホーツク海側・太平洋東部で
は上昇の幅が約５倍、北海道日本海側・太平洋側西部
では約３倍であった。凍結融解日数は、北海道では寒
冷な内陸部・オホーツク海側・太平洋側東部では現在
から近未来にかけて15日程度、現在から将来にかけて
20 ～ 25日程度の増加傾向、他地域では顕著な変化は
見られなかった。一方、東北地方および新潟県では、
現在から近未来にかけて７～ 15日程度、現在から将

図－８　地域分類　Nの左数字は短期集中降雪、右数

　　　　字は寒さの指標の観測地点数を示す

来にかけて30 ～ 40日程度の減少傾向が見られた。

４．考察

　ここでは、３章の結果をもとに、冬期道路管理の視
点から短期集中降雪および寒さに関する指標の将来傾
向の要因、および将来想定されうる影響について考察
した。
　現在から近未来および将来にかけて、短期集中降雪
指標の平均値は北海道日本海側・内陸部・オホーツク
海側と、東北脊梁山脈部の南部で増加傾向、東北地方
や新潟県の沿岸部で減少傾向となった。これは、各地
域における降雪量、気温等の変化が関係していると考
えられる。地球温暖化情報第８巻４）によれば、現在か
ら将来にかけて、対象範囲における１～２月の降雪量
は、北海道日本海側・内陸部・オホーツク海側と、東
北脊梁山脈部で増加すると予測されている。また、12
～２月の気温は3.2 ～ 3.7℃上昇すると予測されてお
り、低緯度より高緯度、夏季より冬季の気温上昇が大
きくなることを示している。また、日本気象学会地球
環境問題委員会18）によれば、地球温暖化の進行に伴い
冬季シベリア大陸上では地表付近の気温逆転層が弱ま
るために気温上昇が著しいことから、季節風により南
下する寒気が弱まり、日本付近の冬季気温は上昇する
と報告されている。また、地球温暖化に伴い冬季東ア
ジアモンスーン（アリューシャン低気圧）が弱まって、
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にかけて増加傾向が見られた北海道日本海側・内陸部・
オホーツク海側では、道路一次堆雪幅の再考や、短期
間多量降雪による表層雪崩発生の可能性が高まること
が考えられる７）、19）。その他の地域では、24時間最大
降雪量は現在とあまり変わらないため、現在の対策や
管理などが継続可能と考えられる。
　また、北海道内陸部では６時間降雪量10cm 以上の
頻度が増加していることから、短期間のサイクルによ
る除雪の出動回数が増加する可能性がある。一方、北
海道の太平洋側沿岸部や東北の沿岸の地域では、６時
間降雪量10cm 以上の頻度が減少しており、上記の除
雪回数は少なくなる可能性がある。
　寒さに関する指標について、上述の気温の上昇傾向

上空の偏西風（亜寒帯ジェット気流）の南下が抑えられ
る場合には、真冬でも日本付近で低気圧が頻繁に発達
できるようになると予想されている18）。一般的に、地
球温暖化による気温・海面水温の上昇を背景として大
気中の水蒸気量は増加するため、温暖化時でも十分に
寒冷な北海道日本海側・内陸部・オホーツク海側と、
東北脊梁山脈部においては累計降雪量が増加すると考
えられる４）。本研究の結果は、短期集中降雪指標にお
いても、上記と同様の増加傾向を示している。一方、
東北地方や新潟県の沿岸部など寒冷でない地域は、気
温の上昇に伴い降雪が雨に相変化するために、短期集
中降雪量が減少する可能性が考えられる。
　24時間最大降雪量について、現在から近未来・将来
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図－９　短期集中降雪指標の地域ごとの変化傾向　上：24時間最大降雪量、下：６時間降雪量10cm 以上の頻度、

グラフの縦棒は年々変動の標準偏差を示す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図－10　寒さに関する指標の地域ごとの変化傾向　上：1冬期積算寒度、下：凍結融解日数、

グラフの縦棒は年々変動の標準偏差を示す　　　　　　　　　　　　　　
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増加傾向、東北地方および新潟県では減少傾向が
見られた。凍結融解日数の増加傾向に伴い、北海
道の内陸部・オホーツク海側・太平洋側東部など
寒冷な地方では、凍結融解作用に伴う舗装や構造
物損傷の可能性が高くなることが考えられる。

　今回使用した気候モデルの出力値は、数ある気候モ
デルの一温室効果ガス排出シナリオを用いた結果であ
る。雪氷現象は、局地的な地形の影響をうける場合が
多い。以上から、複数の気候モデルや異なる排出シナ
リオを用い、予測の不確実性を考慮した指標を推算す
ることが今後の課題としてあげられる。また、近年の
傾向や既往研究成果を考慮すると、低気圧に起因する
大雪や暴風雪の頻度は今後増加し、かつ発達した低気
圧により強い降雪や風速が発生する可能性が示唆され
る20）、21）、22）。将来想定されうる極端な大雪や暴風雪を
考慮し、道路雪氷対策指標の極大値または再現確率値
の評価手法の検討、低気圧活動の変化傾向を把握する
ことも、今後の課題としてあげられる。
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に伴い、１冬期積算寒度は全ての地域で上昇傾向とな
り、より寒冷な北海道内陸部・オホーツク海側・太平
洋東部では増加幅が他地域よりも大きかった。一方、
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増加傾向により、舗装などの凍上対策は緩和されるも
のと考えられる。一方、凍結融解日数の増加傾向に伴
い、北海道の内陸部・オホーツク海側・太平洋側東部
など寒冷な地方では、凍結融解作用に伴う舗装や構造
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東北地方や新潟県では上記の可能性は減少し、北海道
の南西部では現在とおおよそ同様の維持管理が考えら
れる。

５．まとめ

　本論文では、気象観測値と気候モデルの出力値との
関係に基づき、短期集中降雪および冬期の寒さの指標
について、将来傾向を推定する方法を検討した。つぎ
に、この推定手法を北海道、東北地方ならびに新潟県
に適用し、近未来（2016-2035年冬期）と21世紀末（2076-
2095年）の各指標の変化傾向について示した。

（１）24時間最大降雪量の平均値は、北海道日本海側・
内陸部・オホーツク海側、東北地方脊梁山脈部南
部で増加すると予測された。加えて、最大値は、
北海道日本海側・内陸部・太平洋側西部で10 ～
20cm の増加する傾向にあった。６時間10cm 以上
降水量について、平均値は北海道日本海側・内陸
部・オホーツク海側で５～ 10回の増加すると予
測された。増加傾向が見られた地域では、短期集
中降雪の影響を緩和するための方策が考慮される。

（２）１冬期積算寒度は全ての地域で上昇傾向となり、
より寒冷な北海道内陸部・オホーツク海側・太平
洋東部では増加幅が他地域よりも大きかった。現
在から近未来・将来にかけて、１冬期積算寒度の
増加傾向により、舗装などの凍上対策は緩和され
るものと考えられる。一方、凍結融解日数は、北
海道内陸部・オホーツク海側・太平洋側東部では
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