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強風時における雨量計の降雪粒子捕捉率に関する検討

A study on catch ratio of snow particles by rain gauge 
under strong wind conditions

大宮　哲　　松澤　勝

OMIYA Satoshi and MATSUZAWA Masaru

報　文

暴風雪や大雪による災害対策を講じるうえで、強風時の降雪を正確に把握することが不可欠である。しかし、降
雪粒子は降雨粒子に比べて風の影響を受けやすいため、雨量計の降雪粒子捕捉率は低く、降雪を正確に測ることは
容易でない。これまでにも雨量計の降雪粒子捕捉率と風速の関係に着眼した研究報告が数例あるが、その多くは吹
雪発生臨界風速以下（5m/s以下）のものであり、それ以上の風速値における関係については不明瞭である。

本研究では、5m/s以上を含めた強風時の降雪をより正確に把握することを目的とし、世界気象機関（WMO）が
定める二重柵基準雨量計（DFIR）と、北海道内の全アメダスで使用されている助炭付き温水式雨量計、北海道開
発局道路気象テレメータで使用されている転倒ます式雨量計を用いて降雪の比較観測を実施した。本報では、各々
の雨量計の捕捉率と風速の関係式を示した。

《キーワード：二重柵基準雨量計；降雪強度；雨量計の捕捉率》

Coping with disasters related to snowstorms and heavy snowfall requires an accurate understanding of 
snowfall intensity under strong wind conditions. However, it is difficult to measure snowfall intensity accurately 
because snow particles are more susceptible to wind than raindrops are, and therefore, a rain gauge has low 
efficiency in capturing snow particles. Although the relation between the capture efficiency of a rain gauge for 
snow particles and the wind speed has been reported in a few research papers, they have mostly deal with 
situations below the critical wind speed for snowstorm (5m/s) and have not clarified the capture efficiency at 
high wind speeds.

In this study, with the aim of more accurately measuring the intensity of snowfall under strong wind 
conditions, comparative tests were carried out using a standard rain gauge specified by the World Meteorological 
Organization, a heated rain gauge with a wind guard, and a tipping-bucket rain gauge. Attempts were made to 
develop a correction formula for each gauge.

《Keywords：Double Fence Intercomparison Reference；snowfall intensity；Catch ratio of rain gauge》 
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１．はじめに

暴風雪や大雪による雪氷災害が後を絶たない。北海
道内における近年の被害事例を以下に列挙すると、平
成25年3月に北海道東部で発生した暴風雪では9名の命
が失われた1)。平成27年1月に羅臼で発生した暴風雪
では、積雪深が観測史上最高の179cmに達したほか、
国道335号が通行止めとなり、3日間にわたって孤立状
態となった2)。平成28年12月23日には、12月の札幌の
積雪としては50年ぶりに90cmを超え、多くの交通機
関に影響を及ぼした3)。

雪氷災害対策には、防雪柵や視線誘導施設など構造
物によるハード対策のほか、『北の道ナビ・吹雪の視
界情報』4) をはじめとする情報提供等によるソフト対
策が挙げられる。いずれの対策においても、その前段
として「降雪」に関する正確な情報を把握する必要が
ある。しかし、「降雪」を物理量として定量的に正し
く計測することは容易でない。

例えば、「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
を時間降雪量として定めている。しかし、雪が降って
いる場合でも、雪面上の新雪が風によって吹き払われ
た場合や、積雪自身の重みによる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、時間降雪量がゼ
ロと記録されてしまう。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おり、その計測には雨量計が用
いられる。しかし、降雪粒子は降雨粒子よりも風によ
る影響を受けやすいため、雨量計の降雪粒子捕捉率は
降雨粒子よりも低く、それが計測誤差となる。また、
風による影響に加え、降水が雨量計自身を濡らすため
に消費される「濡れ損失」や、計測前に蒸発により失
われる「蒸発損失」なども挙げられる。

１． １　先行研究

これまで、国内外を問わず多くの研究機関におい
て、正確な降雪情報を把握するための試みが行われ
てきた5)－12)。その代表例として、世界気象機関（以
下、WMO）が主導となって1986年から1993年に
かけて実施された固体降水量測定法相互比較(Solid 
Precipitation Measurement Intercomparison)プロジ
ェクトがある10)。このプロジェクトにより、雨量計の
降雪粒子捕捉率は風に大きく影響を受けることが示
され、雨量計の周りに風除けを設置した場合と設置

しない場合とでは、その捕捉率が50%程度も異なるケ
ースもあるとの報告がなされた13)。また、前章で触れ
た各種損失についても定量的な提案がなされた（濡
れ損失：2～10％、蒸発損失：0～4％）14)。2012年から
は新たに固体降水測定法比較計画(Solid Precipitation 
InterComparison Experiment, SPICE)プロジェクト
15), 16)が進められており、様々な雨量計を用いた降雪の
比較観測が世界中で実施されている。

日本国内で実施された研究で代表的なものとして、
横山ら(2003)5)が挙げられる。横山らは、新潟県上
越市において、日本国内で主に使用されている3種類
の雨量計17)と、WMOが推奨している二重柵基準雨量
計（Double Fence Intercomparison Reference, 以下
DFIR）を用いて降雪の比較観測を実施した。WMO
によると、DFIRによる実測値に対し、Goodison et 
al.10)が示した変換式を適用して得られる値を「真の降
水量（以下、真値）」とみなすことができるとしている。
なお、DFIRの詳細については次章で述べる。横山ら
は、それぞれの雨量計に対して捕捉率と風速の関係を
整理したほか、その関係式を提案した。なお、ここで
言う「捕捉率」とは、雨量計による実測値をDFIRか
ら算出した真値で除したものである。図－1に、横山
らが比較観測に用いた3種類の雨量計の外観と内部構
造を記す。

図に示す雨量計は、左から順に「転倒ます式」、「温
水式」、「溢水（いっすい）式」と呼ばれる。受水口は
いずれの雨量計も直径20cmである。溢水式は助炭（じ

転倒ます式          温水式            溢水式  

助炭

図-1　 横山ら(2003)が比較観測に使用した3種類の雨量計

の外観と内部構造5),6)より転記
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ょたん）と呼ばれる直径50cmの風除けが元々取り付
けられてあるが、近年では転倒ます式および温水式に
も助炭を付けるケースが増えている6)。なお、温水式
雨量計に助炭が取り付けられたものが、北海道内の全
アメダスにて使用されている。積雪寒冷地で使用され
る雨量計の多くは融雪機能（ヒーター、不凍液など）
を有している。受水口内に取込まれた降雪粒子を液体
の水に融解したのち、「ししおどし」と類似の機構を
有する転倒ますへと集水し、ますの転倒回数から降水
量を算出している（降水0.5mmごとに1度転倒するも
のが多い）。

横山ら(2003)によって示された結果を図－2に記す。
図－2より、いずれの種類の雨量計についても風速の
増加に伴い捕捉率が低下していることが分かる。図中
の曲線は、式(1)に回帰させて求めたものである。式
(1)は吉田(1959)18)が提案した式であり、CR が捕捉率、
U は風速、m が係数を示す。式(1)は、風速がゼロの
時に捕捉率が100%に、風速が無限大の時に捕捉率が
0%になる。

　　 mU
CR

+
=

1
1

　‥ (1)

横山らが示した結果の多くは風速5m/s以下のもの
である。一般的に、吹雪の発生臨界風速は5m/sとさ
れている19)。そのため、横山らが示した回帰式を用い
て暴風雪時の降雪を正確に補正できるか否かは不明で
ある。また、横山らによる観測は新潟県で行われたも
のであるが、その結果を気候の異なる北海道にそのま
ま適用できるかも不明である。加え、上述したように、
北海道内の全アメダスで使用されている雨量計は温水
式雨量計に助炭が取り付けられたタイプである（以下、
アメダスタイプ）ことから、北海道内のアメダスで計

測された雨量計データを補正するためには、別途捕捉
率と風速の関係式を作成する必要がある。

１． ２　DFIRによる真値の算出

現在、最も真の降雪値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端にそろえて雨量計を設
置するものである20), 21)。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、
その維持管理も大変である。そこでWMOはDFIRを
ブッシュゲージに替わる二次基準器と定めている。図

－3にDFIRの外観写真を、図－4にDFIRの平面図を示
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12m、4m）から
なり、中央部に雨量計が設置されている。外側柵・内
側柵はともに長さ1.5mの板からなり、外側柵の上端
は内側柵の上端よりも0.5m高い。なお、柵部分の空
隙率は50％、内側柵の上部と雨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。

WMOは、DFIRによる実測値に対し、降雪形態に
応じて下記の式(2)もしくは式(3)10)を適用して求めた
値をブッシュゲージ値に等しい、すなわち真値とみな
してよいとしている。ここで、Ws (m/s)は雨量計受
水口と同じ高さにおける風速を示す。なお、雨の場合
には変換する必要が無く、DFIRによる実測値が真値
に等しいとしている。

風速 U m/s

捕
捉
率

C
R

◆ 転倒ます式（ ）
△ 温水式（ ）
○ 溢水式（ ）

図－2　 横山ら(2003)が示した雨量計に対する降雪粒子の

捕捉率と風速の関係5)

12 m

4 m

図－3　DFIRの外観写真（於：石狩吹雪実験場）

図－4　DFIRの平面図
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雪の場合：
真値 = (100 + 0.439×Ws + 0.246×Ws2)

×0.01×DFIR 実測値
　　　　　　　　　　　　　　　　

‥‥ (2)

雪と雨が混じっている場合：
真値 = (100 + 0.194×Ws + 0.222×Ws2)

×0.01×DFIR 実測値
　　　　　　　　　　　　　　　　

‥‥ (3)

本研究の目的は、風速5m/sを超える強風時におけ
る降雪をより正確に把握することである。本報では、
DFIR、アメダスタイプ、北海道開発局の道路気象テ
レメータで使用されている転倒ます式雨量計（以下、
TMタイプ）を用いて降雪の比較観測を実施した。風
速と雨量計の降雪粒子捕捉率の関係について示し、強
風時のデータを加味した関係式を新たに作成した。

２．観測概要

観測は寒地土木研究所が所有する石狩吹雪実験場
（N43°12’, E141°23’）にて実施した。本実験場は札幌
中心部より北方約17kmに位置し、北海道内でも有数
の吹雪頻発地域である。冬期の強風時の卓越風向は北
西～西である。DFIR、アメダスタイプ、TMタイプ
を用いた降雪観測（降水量観測）および気温や風向風
速等の気象観測を実施した。なお、DFIRおよびアメ
ダスタイプは2014年度冬期より、TMタイプは2015年
度冬期より計測を開始した。風速計測にはプロペラ式
風向風速計を使用した（設置高度は10m）。

各種雨量計の配置状況を図－5に記す。DFIR中央部
からアメダスタイプおよびTMタイプが設置されてい
る観測小屋までの距離は約22m、雨量計の受水口の高
さは全て地面高3.5mである。本観測で使用した DFIR

は、石狩吹雪実験場内における冬期の最大積雪深を加
味し、外側柵上端の高さを4.0m（内側柵上端3.5m）と
した。DFIR中央部には、重量式雨量計（GNR-T200B）
を設置した。

重量式雨量計の外観および内部の様子を図－6に示
す。この重量式雨量計は、内部の受水バケツに降水を
貯留するタイプであり、バケツ全体の重量変化量から
降水量を算出するものである。アメダスタイプやTM
タイプなど一般的な雨量計の分解能が0.5mmである一
方、重量式雨量計は0.1mm以下の高分解能で計測する
ことができる。

３．観測結果

３． １　夏期間における累計降水量

2016年度夏期（2016年7月1日～10月31日）における
累積降水量を図－7に示す。DFIRにより得られた真値
を赤で、TMタイプにより得られた値をオレンジ、ア
メダスタイプで得られた値を青で示す。その結果、当
該期間における累積降水量の真値は676mmであった
のに対し、TMタイプは612mm（真値に対して91%）、
アメダスタイプは555mm（真値に対して82%）であ
った。これは、Sevruk(1985)14)が示した濡れ損失（2
～10％）および蒸発損失（0～4％）を考慮（最大で計

TMタイプ アメダスタイプ

DFIR

強風時の卓越風向

図－5　各種雨量計の配置状況

重量センサー

図－6　重量式雨量計の外観（左）および内部の様子（右）
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－ 真値
－ TMタイプ
－ アメダスタイプ

676 mm

612 mm

555 mm

日付

図－7　夏期間における累計降水量

（累積期間：2016年7月1日～10月31日）
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14％）すると、概ね妥当な計測結果であると言える。

３． ２　冬期間における累計降水量

2015年度冬期（2015年12月1日～2016年3月31日）に
おける累積降雪量の比較結果を図－8に示す。なお、
この結果は降雪量を水量換算したものである。当該
期間における累積降雪量は、真値が513mmであった
のに対し、TMタイプは261mm（真値に対して51%）、
アメダスタイプは303mm（真値に対して60%）であ
った。この結果より、雨量計を用いて降雪を計測した
実測値の累積は、真値の50～60％程度しか計測できて
いないことが示された。

４．降雪イベントごとの風速と捕捉率の関係

本章では、雨量計の降雪粒子捕捉率と風速の関係に
ついて検討する。ここでは、横山ら(2003)5)に準じ、
降雪イベント単位で解析を行うこととした。

４． １　降雪イベントの抽出

「一度の降雪イベント」を厳密に定義付けることは
難しい。本報では、一連の降雪現象において、アメダ
スタイプもしくはTMタイプによって計測された降水
量が1.5mm以上、かつ気温が氷点下であったケースを

「一度の降雪イベント」と定義し、その事例抽出を行
った。ここで、一度の降雪イベントの終了は、DFIR
が最後の降水を記録してから1時間継続的に降水が記
録されなかった時とした。以上の条件で降雪イベント
を抽出した結果、アメダスタイプについては47ケース

（2冬期分）、TMタイプについては27ケース（1冬期分）
あった。

４． ２　降雪イベント時の代表風速について

一般的に、地面付近における風速は対数則に従うこ
とが知られている。そこで、10m高度に設置された風
向風速計の風速値を、対数則を用いて雨量計の受水口
高さの風速に換算した。ここでは雪面粗度を1.5×104 

mと仮定した22)。降雪イベントにおける代表風速U（m/
s）の算出には式(4)を用いた。ここでは、降雪が記録
された時の風速値がより反映されるよう、10分間平均
風速U10を10分間降水量P10で加重平均した値を代表風
速とした。

　　 U =
U10P10Σ

P10Σ ‥‥ (4)

４． ３　風速と捕捉率の関係

アメダスタイプおよびTMタイプによる実測値を、
当該降雪イベント時の真値で除すことによって捕捉率
を求めた。図－9に、代表風速Uとアメダスタイプお
よびTMタイプの捕捉率CRの関係を示す。これらの回
帰曲線は、横山ら(2003)5)および、吉田(1959)18)の式
に基づいて作成したものである。アメダスタイプは青
色、TMタイプはオレンジ色で示してあり、それぞれ
に対応する回帰曲線についても同色で示した。なお、
図中には横山らが示した回帰曲線も黒色で付記してあ
る。破線は転倒ます式（TMタイプと同タイプのもの）、
細い実線は温水式（アメダスタイプから助炭を取り除
いたタイプのもの）、太い実線は溢水式である。本研
究で求めた捕捉率と風速の関係式を式(5)および式(6)
に記す。また、式(5)、式(6)のほか、横山ら(2003)が
示した関係式をまとめて表－1に記す。

513mm

261mm

303mm

日付

－ 真値
－ TMタイプ
－ アメダスタイプ

累
積

降
雪

量
（水

量
換

算
値

）
m

m

図－8　冬期間における累計降水量

（累積期間：2015年12月1日～2016年3月31日）

TMタイプ
アメダスタイプ
横山ら(2003)

転倒ます式
温水式
溢水式

代表風速U m/s

捕
捉
率

C
R

図－9　風速と雨量計の降雪粒子捕捉率との関係
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TM タイプ：
U

CR
215.01
1

+
= 	 ‥‥	(5)

アメダスタイプ： U
CR

149.01
1

+
=  ‥‥ (6)

本研究によって、吹雪発生臨界速度とされる風速
5m/s以上（先行研究5)で不足していた強風域）におけ
る風速と捕捉率の関係が明らかにされた。その結果、
風速5m/s以上の強風域においても、風速の増加に伴
って捕捉率が低下することが確認された。転倒ます式
雨量計について、本観測結果（TMタイプ）から得ら
れた関係式と横山らの関係式がほぼ同じであることが
示された。これは、この関係式を扱ううえで地域性（気
候の違い、降雪形態の違いなど）を考慮に入れる必要
が無いこと、すなわち風速のみの関数として取り扱う
ことができる、ということを示唆するものである。一
方、温水式雨量計については、本観測結果（アメダス
タイプ）の方が横山らによる結果よりも捕捉率が高い。
その捕捉率の違いは20％程度であった。これは助炭の
有無に起因すると解釈することができる。

５．おわりに

本研究の目的は、風速5m/sを超える強風時におけ
る降雪をより正確に把握することである。世界気象
機関(WMO)が推奨する二重柵基準雨量計(DFIR)と、
北海道内の全アメダスで使用されている助炭付き温水
式雨量計、北海道開発局の道路気象テレメータで使用
されている転倒ます式雨量計を用い、降雪の比較観測
を実施した。その結果、風速5m/sを超える条件下に
おいても、強風ほど雨量計の降雪粒子捕捉率は低下す
ることが確認された。道路気象テレメータで使用され
ている雨量計についての風速と捕捉率の関係式は、新
潟県上越市にて実施された先行研究とほぼ同じであっ

た。この結果より、この関係式を扱ううえで地域性を
考慮に入れる必要が無いことが示唆された。北海道内
のアメダスで使用されている雨量計について、風速と
捕捉率の関係式(式(5)および式(6))を新たに作成し
た。

本報では降雪イベント単位で解析を行った。しかし
この解析方法では、降雪イベントが長時間継続するほ
ど風速にバラツキが生じやすくなる。そこで、今後は
風速のバラツキが小さいケースについてのみ焦点を当
てるなど、別の切り口での考察も必要であろう。将来
的には、既設の気象観測点で得られる降雪データを用
い、広域にわたる正確な降雪情報（積雪情報）の把握
を目指す。
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