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１．はじめに

北海道などの積雪地域の国道では、融雪期（4～5月）
と夏期（8～9月）に斜面災害が多発している（図－1）。
融雪期は気温上昇に伴う融雪水が断続的に地中へ浸透
するため、非融雪期と比べて少ない雨量で災害が発生
する。現行では、道路管理者は斜面災害による被害を
回避するために、雨量を基準値とした事前通行規制を
実施している。しかしながら、それらの基準値には融
雪水量は考慮されておらず、融雪期の道路斜面災害に
十分対応しきれていないのが現状である。以上のこと
から、融雪水による斜面災害に対応できる降雨に融雪
水量を加味した事前通行規制基準が求められている。

また、道路管理者は道路沿線にテレメータを設置す
ることによって、現地の気温や積雪深などの気象情報
をリアルタイムでモニタリングしている。しかしなが
ら、現行では融雪水量は観測されておらず、融雪水量
を考慮した事前通行規制基準を設定することができな
い。融雪水量を観測する場合、新たに計測機器を設置
する必要があり、コスト面での問題が生じる。以上の
ことから、既存のテレメータがモニタリングしている
気象情報から融雪水量を推定する手法を構築する必要
がある。
融雪水量の算出方法についてはこれまでも検討され
た2),�3)。求められる推定手法は時間分解能が高いこと
に加えて、発生する融雪水量の将来予測ができること

が望ましい。そこで、あらかじめ時間積算気温と融雪
水量の関係から「融雪水量係数」を明らかにし、そ
れと時間積算気温の積から融雪水量を推定する改良
Degree-Hour法が考案された3)。本手法により、任意
の地点で融雪水量係数を算出することで、気温データ
からその地点の融雪水量を推定することができる。
しかしながら、日射量・標高などにより、融雪の程
度が異なる。融雪水を考慮した事前通行規制基準を設
定する上で、数地点の融雪水量だけではなく、対象区
間とその周辺の融雪水量の分布を把握できる面的な水
量推定手法が必要とされる。
そこで、本稿では過去に融雪水による斜面災害が発
生した国道沿線において積雪深・積雪密度・気温など
の時間的・空間的変化を調査し、融雪水量係数を算出
した上で、改良Degree-Hour法を基に、調査地におけ
る融雪水量を面的に推定した。

２．調査・解析方法

２．１　�改良Degree-Hour法を用いた面的融雪水量の

解析方法

既存の融雪水量推定手法において、時間分解能が高
く、融雪水量の将来予測ができる手法としてDegree-
Hour法が挙げられ、融雪水量は次式で表現される。

Q = k ρS T     （1）

ここで、Qは融雪水量、kは融雪係数、ρSは積雪全
層密度、Tは時間積算気温（>0℃）を示す。融雪係数
は実測データから算出された融雪による積雪深の減少
量（=�融雪深）と時間積算気温との関係から求められ
る。Degree-Hour法は時間分解能が一時間であり、天
気予報から融雪水量の将来予測も可能にする。
しかしながら、融雪係数は時間的・空間的に変化す
る。また、積雪密度は積雪期から融雪期にかけて変化
することから4),�5)、より精度の高い融雪水量を推定す
るためには、現地計測データから積雪全層密度を算出
し続ける必要がある。
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以上のように、積雪全層密度の影響を受けずに融雪
水量を求めるために、改良Degree-Hour法が考案され
た3)。本手法による融雪水量は次式で表現される。

Q = kq T    （2）

ここで、kqは融雪水量係数を示し、1週間毎の時間
積算気温と融雪水量との関係から求められる（図－2）。
あらかじめ任意の地点で現地計測を行い、融雪水量と
時間積算気温を算出した上で融雪水量係数を決定する
ことで、気温データのみからその地点の融雪水量を推
定可能になる。また、融雪水量係数と時間積算気温を
複数地点で計測し、各地点間の計測していない地点の
値を推定することによって、融雪水量の面的な推定を
行うことができると期待される。
ただし、融雪水量の値は地点毎で同一地域内であっ
ても地形・気象条件によって異なる。その詳細を明ら
かにするために、次節にて積雪調査を実施した。

�
２．２　�路線における積雪調査と融雪水量係数の算出

方法

調査地では、主に新第三紀～第四紀の堆積岩（凝灰
岩を含む）、安山岩などの火成岩が広く分布する7)。過
去に発生した道路斜面災害のほとんどは未固結堆積物
が崩壊したものだった（図－3）。また、2012年、2013
年には盛土の崩壊・変状も複数地点で確認された8)。
斜面災害は4月～5月の融雪期に頻繁に発生しており、
融雪水と斜面災害の関わりが深い。

図－3に示す調査地において、2015年3月5日～5月
21日に積雪調査を実施した。調査方法は「雪氷調査
法9)」と「積雪観測ガイドブック10)」に則った。調査
地において標高・地形状況・植生などが異なる12地点
を選出し（図－3）、1週間毎に各地点の積雪深・積雪

重量・気温を測定した6)。本稿では、積雪深が減少し
始めた3月26日から、調査地点の中で消雪が確認され
た地点が初めて現れた4月30日までの測定データに基
づいて積雪水量と融雪水量（1週間毎の積雪水量の減
少量）を算出した。
また、時間積算気温は各地点に設置した温度計によ
って1時間毎の気温を測定し、0℃以上の時の気温を積
算することで求めた。さらに、融雪水量と時間積算気
温との相関については、各調査地点の1週間毎の融雪
水量と時間積算気温を散布図にプロットし、最小二乗
法により求められた回帰直線式の傾きを融雪水量係数
として求めた（図－2）。

２．３　面的推定解析方法

GIS上で5m格子に分割して調査地の融雪水量係数と
時間積算気温を算出した。それらを式（2）に基づい
て掛け合わせて、調査地の融雪水量を面的に推定した
（図－4）。そのために、日射量による融雪水量係数、
標高による時間積算気温を補正した。
ただし、融雪は日射量による影響が最も大きいと考
えられる。そこで、地域内でも地点毎に日のあたり方
が異なるために、融雪水量係数が大きく異なるとされ
る3)。国土地理院の5mDEMデータからGIS上で調査地
全地点の全天日射量を算出し、12地点の融雪水量係数
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図－2　融雪水量係数の算出例6)

図－3　斜面災害発生箇所と調査地
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と解析日射量との関係を分析し、解析日射量から調査
地全地点の融雪水量係数を算出した（図－4）。
また、気温は一般的に気温減率にしたがって標高が
高くなるほど値は小さくなる。このことから、時間積
算気温も標高が高くなるにつれて、値が小さくなると
予想される。12地点の時間積算気温と標高との関係を
分析し、標高から調査地内全地点の時間積算気温を推
定した。

３．解析結果

３．１　融雪水量

各地点の融雪水量は3.332×102～8.254×102kg/m2と
なった（図－5）。概ね3月26日から4月30日にかけて融
雪水量は増加する傾向を示した。このうち、No.6，9
は融雪水量が少なく、北向き斜面であることが共通し
ていた。

３．２　時間積算気温

3月26日から積算した結果、各調査地点の時間積算
気温は4月30日に2778.6～4797.5℃となった（図－6）。
No.2が最も高く、No.12が最も低い。概ね標高が低い
地点ほど、時間積算気温は高くなった。このことは気
温減率にしたがい、標高が高くなるほど気温は低くな
ることと調和する。

３．３　融雪水量係数

各調査地点の融雪水量係数は0.12～0.21となった（表

－1）。最も標高が高く、融雪水量も比較的多かった
No.12において、融雪水量係数は最も高い数値を示し
たが、他の調査地点では値がばらついた。このことは
各地点で気温の上がり方など融雪に影響を与える気象
条件が異なることを示唆する。

４．融雪水量の面的推定結果

４．１　融雪水量係数と解析日射量の関係

GIS上で調査地全地点の解析日射量を算出した結
果、2.3～18.3×104WH/m2となった。このうち、各調
査地点の値は13.7～17.6×104WH/m2となったので（表

－1）、各地点の3月26日から4月30日までの融雪水量係
数と解析日射量を散布図にプロットした。その結果、
融雪水量係数と解析日射量は正の相関を示した（図－

図－4　融雪水量の面的推定の解析フロー6)
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図－6　調査地点の時間積算気温変化6)

区分 最大傾斜方向(°) 最大傾斜角(°)
No.1 402 平坦地 － － 0.14 15.2
No.2 478 傾斜地 120 10 0.13 15.7
No.3 501 平坦地 － － 0.15 15.7
No.4 524 傾斜地 80 15 0.12 14.8
No.5 561 平坦地 － － 0.14 15.4
No.6 656 傾斜地 50 15 0.13 13.7
No.7 648 傾斜地 190 20 0.19 17.3
No.8 726 傾斜地 100 30 0.17 16.1
No.9 779 傾斜地 15 10 0.13 16.0
No.10 809 平坦地 － － 0.19 16.5
No.11 830 傾斜地 160 15 0.19 17.1
No.12 850 平坦地 － － 0.21 17.6

地点名
標高：H
(m)

地形状況
融雪水量係数：kq

解析日射量：W

（×10
4
WH/m

2
）

表－1　調査地点の地形状況と融雪水量係数・解析日射量6)
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7）。回帰直線式の決定係数はR2�=�0.72となった。この
ことから、融雪水量係数と解析日射量には関係がある
として、実測していない地点の融雪水量係数が解析日
射量から推定可能だと判断した。GIS上で関係式に解
析日射量の計算値を入力し、調査地の融雪水量係数の
値を推定した。ただし、回帰直線式の切片がマイナス
を示すことで、日射量が9.1×104WH/m2未満の地点で
は融雪水量係数がマイナスを示した。これらの地点で
は、日射による影響が受けづらく、融雪水がほとんど
発生しなかったと見なし、融雪水量係数は0とした（図

－8）。以上のことから、調査地の融雪水量係数を0～
0.21と推定した（図－9）。

４．２　時間積算気温と標高の関係

時間積算気温を標高から推定した。調査地の標高は
353～982mであり、各地点は402～850mであった（表

－1）。そして、3月26日から4月30日までに各地点で計
測された時間積算気温と標高を散布図にプロットした
結果、時間積算温度と標高は負の相関を示した（図－

10）。決定係数はR2�=�0.81と良い相関が認められたこ
とから、標高から時間積算気温を推定可能だと見なし
た。GIS上で関係式に標高値を入力することで調査地
全地点の時間積算気温は2254～4674℃となった（図－

11）。
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図－7　融雪水量係数（kq）と解析日射量（W）の関係6)

図－8　解析日射量から融雪水量係数を推定する回帰直線式

図－9　解析日射量から推定した調査地全域の融雪水量係数

図－10　時間積算気温（T）と標高（H）の関係6)
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４．３　調査地における融雪水量の面的推定

融雪水量係数と時間積算気温を面的に推定した結
果、3月26日～4月30日にかけて発生した各地点の融雪
水量の総量は約0～7.79×102kg/m2となった。推定し
た調査地全域の融雪水量分布を図－12に示す。
本手法を実際に適用することで融雪水が大量に発生
するエリアを抽出することが可能になり、実際の道路
斜面の状況と合わせることで道路防災に貢献できると
期待される。また、天気予報から翌日の気温について
のデータを収集し、それを加えることで翌日の融雪水
量分布も予測可能になる。
ただし、今回の推定結果では融雪水量が0になる地

点も見られた（図－12）。これらは日射量が小さく、
融雪水量係数を0と見なした地点である。しかしなが
ら、日射量が少ない地点においても実際の融雪水量が
0であるとは考えにくい。このことは本手法の適用範
囲を考える上で重要である。

５．適用における課題

５．１　推定された融雪水量の最小値

調査地点よりも日射量が小さい地点では、融雪水量
推定精度が落ちると予想される。対象地域内の融雪水
量を精度良く推定する場合、GIS上で対象地において

図－11　標高から推定した調査地全域の時間積算気温 図－12　調査地における融雪水量の分布6)
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最も日射量が小さい地点を抽出し、その地点でも測定
する必要がある。もしくは、面推定を行う対象範囲を
日射量の最小値が調査地点の値になるまで狭めること
で、精度の良い推定が行えるとも考えられ、今後検証
していく必要がある。

５．２　融雪水量係数の空間的・時間的変化

調査地の各地点において融雪水量係数の値が異なっ
ていた（表－1）。このことから、改良Degree-Hour法
を他地域で適用する際、より精度の高い水量を推定す
るのであれば、積雪調査を実施した上でその地域にあ
った融雪水量係数をあらかじめ算出する必要がある。
本稿では積雪深や気温を計測していたが、これらは道
路テレメータで計測されている。したがって、道路テ
レメータ設置地点で積雪重量を計測し、積雪密度を算
出することで他地域の融雪水量係数を求めるのが効率
的である。また、複数の地域の融雪水量係数とその時
間的変化を把握することで、より面的に適用できる融
雪水量推定手法を構築できると期待される。
今回示した関係式は単年のデータに限ったものであ
る（図－7、10）。融雪水量係数と解析日射量の関係は
年毎に異なり、年によっては相関が低くなることも報
告されている11)。解析日射量を計算する上で、日射量
の透過率と散乱比率が含まれており12)、これらは雲の
状況など天気に強く依存する。現状では、透過率と散
乱比率にはデフォルトの値が代入されており、実際の
天気の状況が反映されていないことで、融雪水量係数
と日射量の相関が低くなった可能性が示唆される。し
たがって、今後は気象台などで得られた日射量の実測
値とGIS上で算出された日射量から各地点の解析日射
量を再計算した上で、融雪水量係数との相関を検討す
ることで、融雪水量の推定精度を向上できると期待さ
れる。

６．まとめ

本稿をまとめると以下の通りである。
①　�融雪水量係数と解析日射量、時間積算気温と標高
にそれぞれ相関があることを確認し、二つの回帰
直線式を求めた。それらを用いて、GIS上で現地
計測をしていない地点の融雪水量係数と時間積算
気温を面的に推定することができた。

②　�改良Degree-Hour法の式に基づいて融雪水量係数
と時間積算気温の面推定結果を掛け合わせること
によって、調査地の融雪水量を面的に推定するこ

とができた。本手法を実際に適用することで融雪
水が大量に発生するエリアを抽出することが可能
になり、道路防災に貢献できると期待される。ま
た、天気予報から翌日の気温についての予報デー
タを加えることで翌日の融雪水量分布も予測可能
になる。

③　�今回の推定結果では、日射量が小さい地点では融
雪水量が0となった。これらの地点を含めて対象
地域内の融雪水量の分布を精度良く推定する場
合、積雪調査を実施する必要がある。

④　�融雪水量係数は空間的・時間的に変化する。本稿
の融雪水量推定手法を他地域で適用するのであれ
ば、事前に融雪水量係数を算出する必要がある。
また、融雪水量係数の時間的変化については解析
日射量との相関を再検討することで解決できると
期待される。そのため実測した日射量を用いて解
析日射量を補整したうえで融雪水量係数との関係
を分析する必要がある。
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