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技術資料

１．はじめに

近年、大雪による被害が全国的に散見される。例え
ば、2017年1～2月、山陰地方では3度にわたり大雪と
なり、計8名が亡くなった1)。2016年12月、北海道札
幌市では12月の積雪としては50年ぶりに90cm超を記
録した2)。2016年1月、新潟県長岡市では観測史上第4
位となる日降雪量69cmを記録した。また、2014年2月、
関東甲信地方の広範囲にわたって記録的な大雪となっ
た。いずれの大雪災害も、車両の立ち往生や公共交通
機関の運休・遅延が相次ぎ、大きな被害が出た。この
ような大雪災害による被害軽減を図るうえで、どの場
所にどの程度の雪が降っているのかを正確に把握する
必要がある。
国土交通省は、集中豪雨や局所的豪雨の監視体制強
化を目的に、従来の気象レーダであるCバンドレーダ
（以下、Cバンド）に加え、2008年よりXバンドMPレ
ーダ（以下、X-MP）の配備を全国的に進めてきた。
X-MPは従来のCバンドに比べて解像度が高く(Cバン
ド：1kmメッシュ、X-MP：250mメッシュ)、情報提
供までの時間も短い(Cバンド：5分、X-MP：1分)た
め、局地的かつ突発的な豪雨を監視するうえで非常に
有用な観測手段として定着している。図－1に、Cバ
ンドおよびX-MPによって観測された降水強度（レー
ダ雨量）の一例を示す。この図からも明らかなように、
X-MPはCバンドよりもきめ細かな情報を提供するこ
とができ、また、Cバンドでは観測されない強雨につ
いても観測できていることが分かる。
一方、降雪の監視に対してもX-MPの活用が期待さ
れるが、X-MPによる降雪観測精度には検討の余地が
残っている3),� 4)など。特に、降雪時のX-MPレーダ雨量
の定量的な評価が課題として挙げられる。そこで、本
研究では一般配信されている降雪時のX-MPレーダ雨
量と地上降雪量観測値を比較・解析し、X-MPデータ
からより正確な降雪量を推定するための補正係数を検
討することを目的とする。

２．降雪観測における現状の課題

２． １　X-MP観測

X-MPは従来のCバンドと異なり、2種類の電波（水
平偏波と垂直偏波）を用いている。X-MPの最大の特
長は、落下中の雨滴の扁平量から雨滴の大きさを正確
に把握することであり、降水強度を精度良く計測でき
ることである5)。しかしながら、降雪粒子は気象条件
の違いによって霰や雪片、霙など様々な状態に変化す
るため、降雪粒子の形状や密度も様々である。それゆ
え、X-MPを用いた降雪の観測精度については検討の
余地が残されており、その研究例も少ないのが現状で
ある3),�4),�6)。

２． ２　地上観測

X-MPによる降雪観測精度を把握するうえで、地上
観測値との比較は必須であるが、地上においても降雪
を正確に計測することは容易でない。ここで、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」として定義されており7)、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を時間降雪量と
している。しかし、実際は雪が降っている場合でも、
強風による吹き払い効果や積雪自身の圧密沈降効果に
よって積雪深が増加せずに、時間降雪量がゼロとして
記録される場合がある。
また、降雪強度は「単位時間・単位面積に降った雪
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図－1　CバンドおよびX-MPによる降水強度の比較
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の重さに等しい水の深さ」として定義づけられてお
り7)、アメダス等の一般的な気象官署では、転倒ます
タイプの雨量計が用いられることが多い8)。しかし、
降雪粒子は雨滴よりも風の影響を受けやすく、降雪粒
子に対する雨量計受水口の捕捉率は強風時ほど大きく
低下する9),�10),�11)。そのため、多くの場合には本来の降
雪強度を過小評価しているケースが多い。なお、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
が、その内容については割愛する。詳しくは参考文
献9)－14)を参照されたい。

３．研究方法

３． １　使用したX-MPデータ

札幌市周辺には、2基のX-MP（石狩局・北広島局）
が配備されており、札幌市を中心とする人口密集エリ
アの観測を常時行っている。本研究では、これらの
X-MP観測から求められた合成処理済みのレーダ雨量
（単位はmm/h）と地上降雪量観測値を比較・解析し
た。図－2にX-MP石狩局、図－3にX-MP北広島局の
様子を示す。使用したX-MPデータは、地球環境情報
統融合プログラム(DIAS)15)よりダウンロードしたレ
ーダ雨量を使用した。

３． ２　地上降雪観測

地上降雪観測は、寒地土木研究所が所有する石狩吹
雪実験場にて実施した。本実験場は札幌市中心部より
北方に約17km、X-MP石狩局の東方約5kmに位置し、
北海道内においても有数の吹雪頻発エリアにある。図

－4に、2基のX-MP（北広島局・石狩局）および石狩
吹雪実験場の位置関係を記す。

本降雪観測には、二重柵基準降水量計（Double�
Fence� Intercomparison�Reference,�以下、DFIR）を
使用した16)。DFIRは、国連の世界気象機関(WMO)
が推奨する高精度の降水量計であり、DFIRによる計
測値に対して補正式10)を適用して換算した値を「真の
降水量」とみなしてよいとしている。図－5および図

－6に、石狩吹雪実験場内に設置してあるDFIRの外観
および平面図を示す。
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れてある。本観測
では図－7に示す重量式降水量計を使用している。こ
の計測原理は、不凍液が入れられた貯留バケツの内部
に雪粒子が取り込まれた際の重量変化を計測し、水量
換算するものであり、一般的な転倒ますタイプの計測
分解能(0.5mm)に比べ、高分解能である(0.1mm以下)。

図－2  X-MP石狩局

図－3  X-MP北広島局

図－4  2基のX-MPおよび石狩吹雪実験場の位置関係
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４．データ解析

解析には3冬期分のデータ(2014～2016年度、12月1
日～3月31日)を使用した。X-MPレーダ雨量(mm/h)
は1分おきに250mメッシュでデータが配信されてい
る。本解析では、DFIR直上のメッシュにおけるX-MP
レーダ雨量から10分間降水量を算出し、地上降雪量の
10分積算値との比較を行った。なお、本研究対象は降
雪であることから、地上での10分間平均気温が0℃以
下の時のデータのみを比較対象とした。
また、X-MPレーダ雨量は上空のデータである一方、
DFIR観測値は地上のデータである。すなわち、両者
の比較にあたっては、降雪粒子落下中の風による移流
効果や、降雪粒子が地上に達するまでの時間差につい
ても考慮に入れる必要がある。そこで、本解析では風
による移流の影響を極力なくすため、気象庁発行の
「気象観測の手引き」17)に基づき、高度10mにおける10

分間平均風速が0.3m/s未満の事例のみを解析した。こ
の手引き17)によると、0.3m/s未満の風速は「煙がまっ
すぐ昇る状態」と記述されており、降雪粒子が風の影
響を受けずに真下に落下するとみなすことができる。
降雪粒子が地上に達するまでの時間差を考慮するうえ
で、降雪粒子の落下開始高度と落下速度を仮定する
必要があるが、これらを正確に定めることは難しい。
本解析では、X-MP石狩局の冬期運用仰角(1.1°および
2.7°)と石狩吹雪実験場までの距離を加味したビーム
高度を考慮に入れ、降雪粒子の落下開始高度を340m
と仮定した。降雪粒子の落下速度は、降雪粒子の大き
さや降雪種(雪片、霰、霙など)によって異なる値を示
すが、おおむね0.7～1.2m/s18),� 19)などである。これら
の落下開始高度と落下速度に基づいて試算した時間差
は5～8分間であることから、ここでは降雪粒子が地上
に達するまでに要する時間を10分間と仮定し、その時
間差分を考慮に入れて比較を行った。

５．結果と考察

前章で述べた2つの条件下（①10分間平均気温が0℃
以下、②高度10mの10分間平均風速が0.3m/s未満）で
データ抽出したところ、全3冬期で109個のデータが該
当した。このデータについて、X-MPにより得られた
降水量と地上降雪量（水量換算値）の関係を図－8に
記す。図中の破線は1対1の等値線である。この結果
から、降雪時のX-MP観測値は実際の地上降雪量を過
大評価する傾向があることが示された。図－8中に、
X-MPによる観測値と地上観測値間の線形近似式を実
線で記す。この直線の傾きは0.71であった。決定係数
R2は0.55、二乗平均平方根誤差(RMSE)は0.06mmであ

図－5  DFIRの外観

図－6  DFIR平面図

図－7　重量式降水量計の外観（左）と

　　　内部の貯留バケツの様子（右）
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図－8　X-MPによる観測値と地上降雪量の関係
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り、地上降雪量を良く説明できるといえる。これはす
なわち、一般に配信されている冬期X-MPレーダ雨量
に対して0.71を乗ずることで、より正確な降雪量に換
算することができることを示唆するものである。
本研究では、X-MP観測値が地上降雪量を過大評価
する傾向にあることを述べたが、これは先行研究3),�4)

によって行われた本州の日本海側地域におけるX-MP
レーダ雨量と地上降雪量の比較結果とは異なるもので
あった。この違いは、冬期気候の違いに伴う降雪形態
の違いや、X-MP観測時のビーム高度の違い、地上降
雪観測精度の違いに起因するものと考えられる。

６．おわりに

本研究では、冬期X-MPレーダ雨量と地上降雪量観
測結果を比較・解析し、降雪時のX-MPレーダ雨量の
補正係数について提示した。本研究により、札幌圏の
X-MPレーダ雨量は実際の降雪量を過大評価する傾向
にあることが確認された。実用面では、一般に配信さ
れているX-MPレーダ雨量に対して0.71を乗ずること
で、従来よりも精度の良い降雪強度に補正できること
を示した。しかし、本補正係数によって求められる降
雪強度は、あくまでも上空におけるものである。その
ため、地上での降雪強度をより正確に把握するために
は、降雪粒子が落下している最中の、上空風による移
流効果を考慮に入れる必要がある。加えて、本解析に
使用したX-MPレーダ雨量データはあくまでも北海道
内で観測されたものであることに留意すべきであり、
冬期気候やX-MP観測時のビーム高度が異なる本州へ
の適用可能性については精査が必要である。
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