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１．はじめに

積雪寒冷地では水資源を融雪水に依存している。一
方で、融雪水は融雪出水や土砂災害の要因となる。こ
のため、冬期の間に山間部に蓄積された積雪の量及び
その分布を正確に把握することは、水資源管理及び防
災の面で重要である。
国内では、過去に山間部において盛んに行われた積
雪調査の結果から（例えばYamada1)）、樹林帯におい
ては標高と積雪深（積雪相当水量）との間に線形の関
係があることが報告されている。ダム管理の現場にお
いては、現在でも、積雪のピーク期に積雪調査を行い、
標高と積雪深（積雪相当水量）との間の線形の関係式
を作成し、流域における積雪包蔵水量を推定すること
が一般的である。しかし、積雪調査は冬期に入山して
予め決められた地点の積雪を観測するものであり、多
大な労力を必要とし、雪崩等の危険を伴う。
近年、航空レーザ測量が普及し、冬期に立ち入りが
困難である山間部の積雪分布を、広範囲に、高解像度
で高精度に計測できるようになり、国内外でデータの
蓄積が進んでいる。最近では、蓄積されたデータを用
い、毎年の積雪分布の類似性について検証した例があ
る2)､ 3)､ 4)。国内の例を挙げると、西原・谷瀬3)､ 4)は、
北海道の大雪山系旭岳周辺の同一範囲において、航空
レーザ測量により、積雪のピーク期における積雪分布
を複数回計測している。結果、毎年の積雪分布のパタ
ーンが類似していること、毎年の積雪分布について、
樹林帯においては標高と積雪深との間に線形の関係が
あること、高山帯においては地表面の地上開度5)と積
雪深との間に線形の関係があることを報告している。
加えて、国土交通省が旭岳温泉において観測している
積雪深と航空レーザ測量範囲における積雪の総量との
間に線形の関係が見られたことを報告している3)。
また、西原・谷瀬6)は積雪のピーク期における積雪
分布のパターンの類似性に着目し、積雪分布を簡易に
推定する手法を提案している。これは、毎年のピーク
期における積雪分布は、毎年の積雪分布に共通する1
つの基礎的な成分（以降、「積雪基礎ラスタ」と表記）

に、各年の気象条件を反映した成分（定数。以降、「積
雪倍率」と表記）が作用したものであるという考えに
基づく。大規模な地形の変化がなければ、一度設定し
た積雪基礎ラスタを継続して使い続けることができる
こと、継続して積雪深が計測されている地点の積雪深
を積雪倍率に設定すれば、積雪分布の推定に必要なデ
ータがこの地点（代表地点）の積雪深のみとなること
から、このような手法が確立すれば、大幅な生産性の
向上とコストの縮減が期待できる。しかし、西原・谷
瀬6)の検討時点では2回の航空レーザ測量データしか
蓄積されておらず、十分なデータがあったとは言い難
い。
そこで本稿では、積雪のピーク期に同一範囲を4回
計測した航空レーザ測量データが蓄積された3)ことを
受け、これらのデータを用いて西原・谷瀬6)の手法を
再検討した。

２．対象範囲と使用データ

図－1に航空レーザ測量を実施した範囲を示す。測
量範囲は、北海道の大雪山系旭岳付近に位置し、石
狩川上流域に位置する忠別ダム流域に含まれる。面
積は10km2であり、測量範囲の標高帯は概ね1100m
～2300mである（図－2上）。図－2下に環境省の自
然環境保全基礎調査を基に10分類した植生を示した
が、標高1450m付近に森林限界がある。地表面を計測
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する航空レーザ測量は2009/9/22～25、積雪ピーク期
の積雪表面を計測する航空レーザ測量は2012/3/10、
2015/3/27、2017/3/13、2018/3/21にそれぞれ実施
している。航空レーザ測量データから、水平解像度
5mの地表面及び積雪表面のDEM�(Digital�Elevation�
Model)を作成し、地表面DEMと積雪表面DEMとの
差を積雪深としている。航空レーザ測量を実施した範
囲の周辺では、国土交通省が旭岳温泉において積雪
深を観測している（旭岳地点）。航空レーザ測量を実
施した日に旭岳地点で観測された積雪深を表－1に示
す。表より航空レーザ測量日の積雪深は、2017年の積
雪深が最も多いこと、2012年の積雪深が最も少ないこ
と、2017年と2018年の積雪深がほぼ同等であることが
わかる。また、旭岳ロープウェイ姿見駅に設置した複
合気象センサーにより計測された風向風速から、航空
レーザ測量範囲における積雪期の卓越風向は北西であ
り7)、測量範囲は主に風衝斜面で構成されている。

３．方法

はじめに、積雪基礎ラスタを求める。旭岳地点の積
雪深と航空レーザ測量範囲における積雪の総量との間
に線形の関係があることが示されている3)ことから、
積雪倍率は、旭岳地点の積雪深とする。2012年を例に
すると、2012/3/10の航空レーザ測量により得られた
積雪分布ラスタを、同日の旭岳地点の積雪深（2.08）
で割ることで、2012年の積雪基礎ラスタ（以降、「積
雪基礎ラスタ（2012）」と表記）が求められる。加えて、
4年分の積雪基礎ラスタの平均値ラスタを検討対象と
する（以降、「積雪基礎ラスタ（Ave）」と表記）。
次に、得られた積雪基礎ラスタが毎年の積雪分布に
共通する成分であることを確認するため、5つの積雪
基礎ラスタのうち、1つを基準として（真値と見なして）
他のラスタとの比較を行う。具体的には、積雪基礎ラ
スタの総量、メッシュ単位の絶対誤差の分布やRMSE
を求めて5つのラスタの一致度を評価する。
最後に、5つの積雪基礎ラスタから、積雪基礎ラス
タの算出に使用していない年の積雪分布を求め、航空
レーザ測量データから求めた積雪分布との比較を行
う。積雪基礎ラスタ（Ave）を例にすると、同ラスタ
に2015年の積雪倍率（旭岳地点の積雪深2.77）を乗じ
ることにより、2015年の積雪分布が求められる（以降、
積雪分布（Ave-2015）と表記）。ここで得られた積雪
分布について、2015年の航空レーザ測量データから得
られた積雪分布を真値とみなし、積雪の総量の誤差、
メッシュ単位の絶対誤差の分布やRMSEを求めて精度
を評価する。

４．結果と考察

４．１　積雪基礎ラスタの一致度

図－3に積雪基礎ラスタを示す。図中の黒色は、地
表面DEMと積雪表面のDEMとの差がマイナスとなっ
たメッシュや旭岳温泉地区の地物が多い範囲等のデー
タから除外したメッシュである3)。航空レーザ測量の
誤差等の影響により、黒色の個所は毎年異なる。各年
のデータから算出された積雪基礎ラスタ（図－3(a)～

(d)）を概観すると、積雪分布を定数で除したのみで
あるため、樹林帯と高標高帯において積雪基礎ラスタ
の値の分布の特徴が異なり、樹林帯においてはほとん
どが青色であることから積雪基礎ラスタの値が小さ
く、狭い範囲に分布しているのに対し、高標高帯にお
いては積雪基礎ラスタの値が青色から赤色まで幅広く

森林
限界

図－2　航空レーザ測範囲の標高及び植生

航空レーザ測量日 積雪深 (m)
2012/3/10 2.08
2015/3/27 2.77
2017/3/13 3.18
2018/3/21 3.03

表－1　旭岳地点の積雪深
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分布し、尾根に沿って積雪基礎ラスタの値の小さい箇
所、谷に沿って積雪基礎ラスタの値の大きい箇所が分
布しているといった対象範囲の積雪分布が有している
特徴3)が保持されている。また、各年のデータから算
出された積雪基礎ラスタはほぼ一致しているように見
える。

ここからは一致度を数値で評価する。はじめに、図

－3(a)～(e)に示した積雪基礎ラスタの総量を表－2に
示す。表の下段は、積雪基礎ラスタ（Ave）を基準と
した相対差である。表より、高山帯において若干相対
差が大きいものの、積雪基礎ラスタ（Ave）の総量と
比較して、各年の積雪基礎ラスタの総量の相対差は±
5%以内に収まっている。表に示していないが、積雪
基礎ラスタ（Ave）以外の積雪基礎ラスタを基準とし
て相対差を求めると、相対差が±5%以内に収まらな
い組み合わせが散見された。このことから、積雪基礎

(a) 積雪基礎ラスタ（2012）

(b) 積雪基礎ラスタ（2015）

(c) 積雪基礎ラスタ（2017）

(d) 積雪基礎ラスタ（2018）

(e) 積雪基礎ラスタ（ave）森林
限界

図－3　積雪基礎ラスタ

積雪基礎ラスタ 樹林帯 高山帯 全体 

2012 4.35  5.76  10.11  
0.01  0.05  0.03  

2015 4.24  5.46  9.70  
-0.01 -0.01 -0.01

2017 4.37  5.65  10.02  
0.02  0.03  0.02  

2018 4.23  5.21  9.44  
-0.01 -0.05 -0.03

Ave 4.29  5.49  9.78  
- - -

表－2　積雪基礎ラスタの総量（×106）
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図－4　積雪基礎ラスタの絶対誤差の分布

積雪基礎ラスタ 樹林帯 高山帯 全体 

2012 0.11  0.25  0.20  
2015 0.10  0.27  0.21  
2017 0.09  0.20  0.16  
2018 0.09  0.23  0.19  

表－3　積雪基礎ラスタのRMSE
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ラスタ（Ave）が各年の積雪基礎ラスタに対する一致
度が平均的に高く、各年の積雪深を平均的に精度良く
推定できる可能性が高いと考えられる。このことか
ら、以降は積雪基礎ラスタ（Ave）を中心に議論を進
める。表－3に積雪基礎ラスタ（Ave）を基準とした（真
値と見なした）場合の各年の積雪基礎ラスタのRMSE
を示す。樹林帯と比較して高山帯のRMSEが若干大き
い傾向が見られるが、全体的にRMSEが小さい。積雪
基礎ラスタ（Ave）以外の積雪基礎ラスタを基準と
して、基準としたラスタ以外のラスタのRMSEを求め
ると、樹林帯で0.14～0.18、高山帯で0.33～0.43、全体
で0.27～0.35に分布していた。図－4に積雪基礎ラスタ
（Ave）を基準とした場合の絶対差の分布を示す。ど
の年も概ね0を中心として対称に分布しており、樹林
帯と比較して高山帯における絶対差が若干大きい。樹
林帯では絶対差が±0.1以内に69%～83%、±0.2以内に

93%～97%のメッシュが含まれ、高山帯では絶対差が
±0.1以内に45%～48%、±0.2以内に69%～76%のメッ
シュが含まれる。図は示していないが、積雪基礎ラス
タ（Ave）以外の積雪基礎ラスタを基準とした絶対誤
差の分布を見ると、概ね0を中心として対称に分布し
ているものの、樹林帯では絶対差が±0.1以内に50%～
71%、±0.2以内に80%～90%のメッシュが含まれ、高
山帯では絶対差が±0.1以内に31%～34%、±0.2以内に
53%～56%のメッシュが含まれており、積雪基礎ラス
タ（Ave）を基準とした場合と比較して絶対差が大き
い傾向が見られた。以上より、各年のデータから求め
た積雪基礎ラスタは一致度が高いことが確認された。
特に、積雪基礎ラスタ（Ave）は、各年の積雪基礎ラ
スタに対して平均して一致度が高く、積雪深の推定へ
の適用性が高い可能性があることが示された。

(a) 2012 年（上: 航空レーザ、下: 積雪分布（Ave-2012）） (b) 2015 年（上: 航空レーザ、下: 積雪分布（Ave-2015））

積雪深 
(m) 

積雪深 
(m) 

(c) 2012 年（上: 航空レーザ、下: 積雪分布（Ave-2017）） (d) 2018 年（上: 航空レーザ、下: 積雪分布（Ave-2018））

積雪深 
(m) 

積雪深 
(m)

図－5　航空レーザ測量から求めた積雪分布と積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた積雪分布
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４．２　積雪基礎ラスタから求めた積雪分布の精度

ここでは、航空レーザ測量データから求めた積雪分
布を真値とみなし、積雪基礎ラスタから推定した積雪
深の精度を評価する。図－5に各年の航空レーザ測量
から求めた積雪分布と積雪基礎ラスタ（Ave）から求
めた積雪分布を示す。図を概観すると、積雪基礎ラス
タ（Ave）から求めた各年の積雪分布は、航空レーザ
測量から求めた積雪深に概ね一致しているように見え
る。積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた各年の積雪の
総量を表－4に示す。表の下段は、航空レーザ測量デ
ータから求めた積雪の総量との相対誤差である。表よ
り、高山帯において若干相対誤差が大きい年があるも
のの、総量の誤差は±5%以内である。積雪基礎ラス
タ（Ave）以外の積雪基礎ラスタを用いて求めた積雪
分布から総量を算出すると、航空レーザ測量から求め
た総量と比較して、樹林帯における相対誤差は-3%～
3%、高山帯における相対誤差は-10%～11%、全体に
おける相対誤差は-7%～7%であった。表－5に積雪基
礎ラスタ（Ave）から求めた積雪分布のRMSEを示す。
樹林帯と比較して高山帯のRMSEが若干大きい傾向が
見られるが、全体的にRMSEが小さい。積雪基礎ラス
タ（Ave）以外の積雪基礎ラスタを用いて求めた積雪
分布から総量を算出すると、航空レーザ測量から求め
た総量と比較して、樹林帯における相対誤差は0.32～
0.53、高山帯における相対誤差は0.74～1.19、全体に
おける相対誤差は0.60～1.01であった。

図－6に積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた各年の
積雪分布の絶対誤差の分布を示す。どの年も概ね0を
中心として対称に分布しており、樹林帯と比較して高
山帯における絶対誤差が若干大きい。樹林帯では絶対
誤差が±0.2以内に67%～69%、±0.4以内に88%～93%
のメッシュが含まれ、高山帯では絶対誤差が±0.2以
内に41%～60%、±0.4以内に73%～92%のメッシュが
含まれる。図は示していないが、積雪基礎ラスタ（Ave）
以外の積雪基礎ラスタから計算した積雪分布絶対誤差
の分布を見ると、概ね0を中心として対称に分布して
いるものの、樹林帯では絶対誤差が±0.2以内に50%～
71%、±0.4以内に75%～83%のメッシュが含まれ、高
山帯では絶対誤差が±0.2以内に20%～33%、±0.4以内
に38%～56%のメッシュが含まれており、積雪基礎ラ
スタ（Ave）から求めた場合と比較して絶対誤差が大
きい傾向が見られた。以上より、積雪基礎ラスタ（Ave）
から求めた積雪分布の精度が非常に高いことが確認さ
れた。
本稿は、データの蓄積が進んだ風衝斜面を対象とし

ている。データの蓄積が十分ではないものの、風背斜
面においても、ピーク期の積雪分布のパターンが類似
していることが確認されており4)、本稿で示した手法
は斜面の向きに関わらず、適用できる可能性がある。

４．３　ダム管理の現場への適用に向けた課題

４．１～４．２において、複数年のピーク期におけ
る積雪分布から、各年の積雪基礎ラスタを求め、これ

表－4 積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた積雪の総量

（ 106m3）

樹林帯 高山帯 全体 

2012 
8.92  11.41  20.34  
-0.01 -0.05 -0.03

2015 
11.88  15.20  27.08  
0.01  0.01  0.01  

2017 
13.64  17.45  31.09  
-0.02 -0.03 -0.02

2018 
13.00  16.63  29.62  
0.01  0.05  0.04  

表－4　積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた積雪の総量

 

 

 

 

 

図－6 積雪深の絶対誤差の分布 
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図－6　積雪深の絶対誤差の分布

表－5 積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた積雪深の RMSE 

(m) 

樹林帯 高山帯 全体 

2012 0.23  0.51  0.42  
2015 0.27  0.75  0.59  
2017 0.28  0.65  0.52  
2018 0.26  0.71  0.56  

表－5　積雪基礎ラスタ（Ave）から求めた積雪深のRMSE 

(m)
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を平均した積雪基礎ラスタ（Ave）を作成すれば、代
表地点において観測された積雪深を積雪倍率として乗
じるだけで、簡易に高精度に積雪分布を推定できるこ
とを示した。
ダム流域における積雪量やその分布を推定する際に
このような手法を適用するにあたってはいくつかの課
題がある。
一つ目はピーク期の積雪分布を計測したデータの蓄
積である。まずは、データを蓄積し、ダム流域のよう
な広範囲の積雪分布を対象に、本稿において示したよ
うな類似性が見られることを検証する必要がある。こ
の際、積雪分布は降雪や強風により日々変化するため、
流域全体の積雪分布を一日で計測したデータを使用す
ることが望ましい。しかし、航空レーザ測量は使用す
る航空機の飛行時間（飛行距離）の制約があるため、
流域面積が大きい場合に、一日で計測することが困難
な場合が想定される。また、航空レーザ測量は高コス
トであることから、広範囲の計測を複数回実施するこ
とが難しい。一方で、近年、高解像度の人工衛星画像
から地表面（積雪表面）のDEMを作成する技術が開
発され、人工衛星画像から作成したDEMから求めた
積雪分布の精度を検証した例がある8)、9)。西原・谷瀬
によると、現時点で、人工衛星画像から求めた積雪分
布の精度は十分ではないものの、人工衛星画像はダム
流域のような広範囲を一度に（1シーンで）捉えられ
る可能性があり、航空レーザ測量と比較するとコスト
が低い。ダム流域のような広範囲を対象とした積雪分
布のデータの蓄積においては、計測可能な範囲及びコ
ストの面から人工衛星画像が有利と考えられることか
ら、今後の技術開発により、人工衛星画像から求めた
積雪分布の精度が向上することに期待したい。
二つ目は積雪倍率の設定方法である。過去に行われ
た西原・谷瀬の検討6)も含め、積雪倍率は試行錯誤に
より、対象範囲における積雪の総量や、既存観測点の
積雪深としている。これらのデータ以外にも積雪倍率
として利用できるデータ（例えば降水量）が存在する
可能性があるが、この点は検証されていない。また、
これまでの検討では、対象範囲の周辺にあり、積雪深
を観測している既存の地点において積雪倍率を設定す
ることができたが、適切な地点が存在しない可能性が
ある。一方で、積雪分布のデータの蓄積が進めば、複
数年の積雪分布から、積雪倍率を設定するのに適切な
積雪深の計測地点を新たに選定できる可能性がある。
この場合、冬季に立ち入りが容易であり、雪崩等の危
険が少ない地点を選定することが肝要である。

５．まとめ

複数年の積雪ピーク期に、航空レーザ測量により計
測された積雪分布のパターンの類似性に着目し、簡易
にピーク期の積雪分布を推定する手法を検討した。本
稿で示した手法をダム流域における積雪の量やその分
布の推定に適用するにあたっては、いくつかの課題が
あるが、実現すれば、安全で容易に立ち入りが可能な
1地点（代表地点）の積雪深からダム流域全体のピー
ク期の積雪分布を精度よく推定できる可能性があり、
大幅な生産性の向上やコストの縮減が期待できる。

謝辞：旭岳周辺において航空レーザ測量及び気象観測
を実施するに当たり、ワカサリゾート㈱（大雪山旭岳
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