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積雪寒冷地では，水資源を積雪に依存していることから，気候変動により渇水のリスクが増
大する可能性がある．本研究では，ダムを対象に，気象庁の気候変動モデルデータを用いて，
気候変動の影響に関して考察した．結果，将来気候においては，積雪・融雪量の年々変動幅が
大きくなり十分な貯水を確保できない年が出現しやすくなる可能性があること，融雪後期に強
雨が発生する可能性が高まることが示された．
キーワード：気候変動，ダム，融雪期，水利用

1. はじめに
2014年10月にIPCC第5次評価報告書の統合評価報告書
が公表された1)．同報告書では，気候システムの温暖化
には疑う余地がなく，1950年代以降，観測された変化の
多くは数十年から数千年にわたり前例のないものである
こと，大気と海洋は温暖化し，雪氷の量は減少し，海面
水位は上昇し，温室効果ガス濃度は増加していることが
示されている1)．
日本においては，気象庁が地球温暖化の緩和策・適応
策の検討に資する気候変化予測を提供しており，2013年
に，地球温暖化予測情報第8巻2)が公表されている．同予
測情報では，北海道を含む北日本の将来気候について，
・ 年平均気温の上昇は3 を超える．
・ 季節別では，冬の気温上昇が最も大きい．
・ 大雨や短時間強雨の発生回数は増加する．
・ 年最深積雪深はほとんどの地域で減少する．
・ 積雪，降雪共に，始期・終期における減少が明瞭
で，観測される期間が短くなる．積雪はピークの
時期が早まり大幅に減少する．
等が報告されている2)．また，中央環境審議会が2015年
にとりまとめた日本における気候変動による影響の評価
に関する報告と今後の課題について（意見具申）3)によ
ると，水資源に関して，河川流量等の両極端現象につい
て大きな増大が予測され，全国的に影響が及ぶが，特に
融雪を水資源とする地域に影響が及ぶこと，水不足は水
道用水，農業用水，工業用水などの多くの分野に影響を
与える可能性があり，社会的経済的影響が大きいことが
示されている．実際に，積雪寒冷地では，融雪水をダム
に貯留して，春から夏にかけての水需要を賄う等，水資
源を積雪に依存している．このため，気候変動による積
雪の減少は，渇水のリスクを増大させる可能性がある．

また，大雨や短時間強雨の発生回数が増加することによ
り，融雪と大雨が同時生起することが増加し，大規模な
出水や土砂災害の発生も懸念される．
このような中，積雪寒冷地を対象として，気候変動の
影響に関する研究が行われている．山田ら4)のグループ
は，RECCA（気候変動適応研究推進プログラム）の中
で，北海道を対象に，地域気候変動のシミュレーション
のため，ダウンスケーリング手法の開発を行っている．
研究の成果は， Web上の近未来ビューワにより公開され
ており，政策立案者等が活用できる．さらに，2015年11
月には，政府として初の気候変動の影響への適応計画5)
が閣議決定された．この中で，気候変動による影響を考
慮した既存施設の水供給の安全度評価や社会経済活動等
へのリスクの評価はほとんどなされておらず，気候変動
による水資源への影響や社会への影響を含めた渇水リス
クについて調査・研究を推進するべきであることが示さ
れている．国土交通省気候変動適応計画6)も同時期に策
定され，気候変動の影響への暴露及び脆弱性は地域によ
ってさまざまであり、適応策の推進にあたっては、地域
がその特性に応じて柔軟な対策を講じることができるよ
うに配慮することが必要であることが示されている．ま
た，気候変動の予測・評価に関しては多くの調査・研究
がなされており，これらにより得られた新たな知見を踏
まえ，継続的に気候変動及びその予測・評価を行う必要
があることが示されている．
このように積雪寒冷地である北海道では，気候変動に
よる影響を考慮した，ダム等の既存施設の水供給の安全
度評価が急務であるが，これらを対象とした影響評価は
進んでいない．そこで本研究では，札幌市に水道用水を
供給している豊平峡ダム及び定山渓ダムを対象に，気象
庁が提供している気候変動モデルデータNHRCM5を用
いて融雪期における気候変動の影響を考察した．
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図-2 定山渓ダム流域の概要

図-3 バイアス補正手法の概念図 8)

世紀半ばまで温室効果ガス排出量が増加し，ピークを迎
えた後，緩やかに減少する経過をたどるもので，中程度
の温室効果ガス排出シナリオである．これは，IPCC第5
次報告における温室効果ガス排出シナリオRCP6.0に相当
する7)．NHRCM5の特徴は，水平解像度が5kmであり地
形の影響をより現実に近い状況で予測計算に反映させて
いること，支配方程式に非静力学方程式が用いられてい
ること，時別値が提供されていること等が挙げられる．
同データの計算対象としている年代は，現在気候が1980
年から1999年，将来気候が2076年から2095年のそれぞれ
20年間である．

2. 対象ダム

4. バイアス補正及びメッシュデータの作成方法

対象としたダムは図-1及び図-2にそれぞれ示した豊平
峡ダム及び定山渓ダムである．両ダムは，札幌市の近傍，
石狩川水系豊平川流域の上流部に位置し，豊平峡ダムは
流域面積が134km2，標高帯は400mから1,300m付近，定山
渓ダムは流域面積が104km2，標高帯は300m付近から
1,300m付近である．ダムの目的は両ダムとも洪水調節，
水道及び発電であり，札幌市の治水・利水にとって非常
に重要な施設である．図-1及び図-2は，環境省による自
然環境保全基礎調査の結果を用い，9分類した植生を示
しており，両ダムとも流域の大部分は森林である．気
象・水文観測は，図に示したぞれぞれのダム管理所地点，
積雪深連続観測地点及び積雪調査地点において行われて
おり，これらのデータを気候変動モデルデータのバイア
ス補正及びメッシュデータの作成に用いる．融雪期は概
ね3月下旬から6月である．

バイアス補正は，藤原ら8)の方法を用いた．これは，
月降水量，月平均気温といった月単位での確率分布が保
存されるように気候変動モデルデータを補正する方法で
ある．月降水量を例として，バイアス補正手法の概念を
図-3に示し，補正方法を以下に示す8)．
・ 現在気候におけるNHRCM5のデータ及びダム管理
所における観測値を用い，月毎に月降水量の非超
過確率をそれぞれ求める．
・ NHRCM5の値が
である場合は，現在気候の
NHRCM5の値で定めた確率分布を用いて，
の
非超過確率
を求める．
・ 現在気候の観測値で定めた確率分布を用いて，非
超過確率が
となる月降水量
を算出し，これを
と置き換えることにより補
正を行う．
確率分布は，正規分布，対数正規分布，ピアソンIII型分
布，2母数ガンマ分布に対して，標準最小二乗基準
(SLSC)9)による適合度評価を行い，月毎に最も適合度が
高い分布を採用した．なお，各確率分布の母数は，積率
法を用いて推定している．バイアス補正量は月毎に求め
られ，気温については差を，これ以外の要素については

3. 気候変動モデルデータNHRCM5の概要
気象庁が提供している気候変動モデルデータ
NHRCM5は，温室効果ガス排出シナリオSRES A1Bに基
づく日本の気候変化予測結果である．SRES A1Bは，21
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(1) 豊平峡ダム11)
4章までに示した方法を用いて，将来気候のデータを

Sep.

5. 融雪期における気候変動の影響
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図-5 ダム流入量の検証結果（定山渓ダム）

図-7 積雪層包蔵水量の将来変化（豊平峡ダム）
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比を補正量とした．月毎の補正量をその月に含まれる全
データに作用させる．
後述する融雪・流出モデルを用いたダム流入量の計算
には，1kmメッシュのデータが必要である．このため，
気候変動モデルデータのうち，各ダムの流域界から概ね
5km以内に位置するデータを抽出してバイアス補正し，
これらのデータを空間補間して1kmメッシュのデータを
作成した．空間補間の方法はKriging法である．
バイアス補正及び1kmメッシュ化が適切に行われたか
どうかは，作成した1kmメッシュデータを用いて現在気
候の期間の融雪期におけるダム流入量を計算し，この期
間の観測値を再現できるかどうかをもって判断した．融
雪期におけるダム流入量は，臼谷ら10)が開発した融雪・
流出モデルを用いて計算した．豊平峡ダム及び定山渓ダ
ムに対する検証結果を図-4及び図-5にそれぞれ示す．図
に示したダム流入量は，旬合計値の平均値であり，豊平
峡ダムは1981年からの20融雪期の平均，定山渓ダムは供
用が1989年であることから，必要なデータが揃っている
1991年からの10融雪期の平均とした．図を見ると，作成
した1kmメッシュデータを用いた計算値と観測値が概ね
一致している．これより，バイアス補正及び1kmメッシ
ュ化が適切になされていると判断した．
なお，バイアス補正及びメッシュデータの作成に関す
る詳細は，文献11及び文献12を参照されたい．
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図-8 ダム流入量の将来変化（豊平峡ダム）

バイアス補正及び1kmメッシュ化し，融雪・流出モデル
に入力して，将来気候における積雪包蔵水量やダム流入
量といった諸量を計算する．これらを同様の方法で作成
した現在気候のデータを用いて計算した諸量と比較し，
融雪期における気候変動の影響について考察する．
はじめに，図-6にダム管理所に最も近いメッシュにお
ける気温の将来変化を示す．図中の折線は通年半旬平均
値，陰影は年々変動の標準偏差を示し，5半旬で平滑化
している．現在気候データ，将来気候データともに，対
象期間が20年であることから，サンプル数はそれぞれ20
である．標準偏差はサンプルが正規分布であることを仮
定して計算しており，平均値±標準偏差に含まれる現象
（図の陰影で示した範囲）の出現確率は約68%となるこ
とから，この範囲に含まれる現象は「発生しやすい現象」
と捉えることができる．図を見ると，年間を通して将来
の平均気温は上昇し，冬季における気温上昇は3 から
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(2) 定山渓ダム12)
ここからは，定山渓ダムに対する結果を示す．各図を
作成するにあたってのデータ整理の方法は，豊平峡ダム
の場合と同様である．
はじめに，図-9にダム管理所に最も近いメッシュにお
ける気温の将来変化を示す．図を見ると，年間を通して
将来の平均気温は上昇し，冬季における気温上昇は3
から4 である．
次に，ダム流域の積雪包 蔵水量を計算した結果を図10 に示す．図を見ると，将来気候における積雪包蔵水
量は，現在気候と比較して平均的に減少している．一方
で標準偏差を見ると，現在気候と比較して，将来気候に
おいて変動の幅が大きくなっている．具体的にどのよう
な現象が起こるか想定すると，将来気候においては，現
在気候における多雪年と同等の積雪包蔵水量となる年が
出現しやすい一方で，現在気候における平均的な年の
2/3 程度の積雪包蔵水量にしか達しない年が出現しやす
くなる可能性があることを示している．また，積雪包蔵
水量がピークを記録する時期は，現在気候においては 3
月下旬から 4 月上旬であるのに対し，将来気候において
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図-10 積雪層包蔵水量の将来変化（定山渓ダム）
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4 である．この結果は，気象庁の地球温暖化情報第8巻
における，北日本の気温変化と一致している．
次に，ダム流域の積雪包蔵水量を計算した結果を図-7
に示す．データ整理の方法は図-6 と同様である．ここ
で，積雪包蔵水量とは，ダム流域全体における積雪相当
水量の合計である．図を見ると，将来気候における積雪
包蔵水量は，現在気候と比較して平均的に減少している．
一方で標準偏差を見ると，現在気候と比較して，将来気
候において変動幅が大きくなっている．具体的にどのよ
うな現象が起こるか想定すると，将来気候においては，
現在気候における平均的な年と同等の積雪包蔵水量とな
る年が出現しやすい一方で，現在気候における平均的な
年の 2/3 程度の積雪包蔵水量にしか達しない年が出現し
やすくなる可能性があることを示している．また，積雪
包蔵水量がピークを記録する時期は，現在気候において
は 4 月上旬頃であるのに対し，将来気候においては 3 月
下旬頃となっており，将来気候ではピークを記録する時
期が半月程度早まっている．また，初冬の積雪包蔵水量
が観測される時期が遅くなり，春先の積雪包蔵水量が 0
となる時期が早くなっており，根雪の期間が短くなって
いる．これらの傾向は，気象庁の地球温暖化情報第 8 巻
における，北日本の積雪変化と一致している．
最後に，融雪期におけるダム流入量を計算した結果を
図-8に示す．データ整理の方法は図-6と同様である．平
均的な傾向を見ると，積雪包蔵水量の変化を反映して，
将来気候におけるダム流入量は減少し，ピークを記録す
る時期が早くなっている．標準偏差を見ると，将来気候
において，ピーク流量を記録した後に変動幅が大きくな
る傾向が見られる．
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図-11 ダム流入量の将来変化（定山渓ダム）

は 3 月中旬頃となっており，将来気候ではピークを記録
する時期が半月程度早まっている．また，初冬の積雪包
蔵水量が観測される時期が遅くなり，春先の積雪包蔵水
量が 0 となる時期が早くなっている．
最後に，融雪・流出モデルを用いてダム流入量を計算
した結果を図-11 に示す．平均的な傾向を見ると，積雪
包蔵水量の変化と同様に，将来気候におけるダム流入量
は減少し，ピークを記録する時期が早くなっている．標
準偏差を見ると，将来気候においてはピーク流量を記録
した後に変動幅が大きくなる傾向が見られる．
ここまで，豊平峡ダム及び定山渓ダムの融雪期におけ
る気候変動の影響を示したが，両ダムが近傍に位置する
ため，同一の傾向が見られた．しかし，積雪包蔵水量に
関しては，豊平峡ダムにおいては現在の平均的な年と同
等の積雪包蔵水量となる年が出現しやすい一方で，定山
渓ダムにおいては現在の多雪年と同等の積雪包蔵水量と
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30

土壌供給水量 (mm)

の運用を概説すると，融雪が始まる前に融雪水を貯留す
る容量を確保するため，発電最低水位である344.9mまで
25
水位を下げる．その後，毎年5月1日に344.9m，6月1日に
20
377.2m，7月11日に381.5mといった水道用水の供給のため
15
に確保すべき水位（以降，「確保水位」という）定めら
10
れているため，これらを目指して融雪水を貯留していく．
また，最大で10m3/sの発電放流が設定されているため，
5
流入量が少ない融雪初期は全量を発電放流に当て，本格
0
的な融雪が始まり，概ね8m3/s以上の流入がある場合に
Mar.
Apr.
May
Jun.
Jul.
は，8m3/sから10m3/sを発電放流している．このような現
図-12 土壌供給水量の内訳（定山渓ダム）
在のダムの運用を踏まえ，以下に示す簡単な操作ルール
なる年が出現しやすいといった差が見られた．
を設定し，ダムの貯水位を計算した．
両ダムに共通して見られた傾向の一つに，融雪期にお
・ 3月1日における貯水位を発電最低水位とする．
けるダム流入量がピークを記録した後に，流入量の変動
・ 洪水調節はしない．
幅が大きくなることが挙げられる．この要因を分析する
・ 過去の実績を基に，発電放流の最大量を8.87m3/s
ため，定山渓ダムを対象に，融雪・流出モデルにより計
とする．流入量が8.87m3/sを下回る場合は，流入
算される土壌供給水量を，融雪に由来する量と降雨に由
の全量を発電放流する．8.87m3/sを上回る場合は
8.87m3/sを発電放流し，残りは貯留する．
来する量に分け，それぞれの平均値及び標準偏差を求
めることとした．ここで，土壌供給水量とは，積雪表面
・ 貯水位が常時満水位 （381.50m）に達した段階で
において発生した融雪水及び降水が積雪層を通過し，積
計算を終了する．
雪底面から土壌に供給される水量であり，流出モデルの
定山渓ダムにおいては，流入量が60m3/sを超えた場合に
入力値となる値である．結果を図-12に示す．データ整
洪水流量としている．図-13に貯水率が80%を超えてい
理の方法は図-6と同様である．融雪に関して現在気候と
る際に，洪水流量に達した回数を示す．横軸は，各イベ
将来気候を比較すると，平均値やピークを記録する時期
ントにおける最大流入量である．図を見ると，将来気候
に差があるもののピークを記録した後の標準偏差に大き
においては，貯水位が高い状態で，洪水流量に達する回
な違いは見られない．一方，降雨に関しては，現在気候
数が増えている．加えて，流入量が100m3/sを超えるよう
と比較して将来気候の土壌供給水量が平均的に大きく，
な規模の大きい流入の回数が増えている．詳細は省略す
現在気候においては変動幅が徐々に上昇するのに対し，
るが，同様の考え方により豊平峡ダムにおいて洪水流量
将来気候においては変動幅が急激に上昇している．特に， に達した回数を求めたところ，現在気候において0回で
5月から6月にかけての標準偏差は現在気候の約1.5倍か
あったのに対し，将来気候においては9回であった．将
ら1.8倍となっている．これは，将来気候においては，
来気候における9回のうち2回は流入量が100m3/sを超えて
現在気候と比較して融雪期に強雨が発生する可能性が高
いた．
まることを示している．融雪期に強い降雨が発生した場
最後に，定山渓ダムを例に，水道用水を確保できるか
合，融雪と降雨が相まって，大規模な出水となる可能性
どうかを検討した．図-14に貯水位を計算した結果を示
がある．しかし，融雪期においては，融雪水を貯留する
す．図の折れ線は，時間単位の貯水位の平均値，陰影は
ためにダムの貯水位を下げていることから，融雪後期の
年々変動の標準偏差である．図を見ると，現在気候にお
ような貯水位が高い時期の降雨を除き，基本的に洪水調
いては，平均的に確保水位を満足し，変動幅が小さい．
節をする必要は無い．そこで，ダムの貯水率が80%を超
一方，将来気候においては，平均的に6月以降は確保水
えている際に，洪水流量に達した回数を求め，現在気候
位を満足することができていない．さらに，5月中旬以
及び将来気候の比較を行うこととした．このためには，
降に貯水位の変動幅が大きくなり，確保水位を満足する
ダムの貯水位を計算する必要がある．定山渓ダムの現在
年が出現しやすい一方で，確保水位を大きく下回る年が
融雪
降雨

将来気候
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図-14 ダム貯水位の将来変化（定山渓ダム）

出現しやすくなる可能性を示している．各月の標準偏差
を見ると，融雪後期の6月における標準偏差の変化が大
きく，現在気候と比較して将来気候の標準偏差が約1.8
倍となっている．
以上をまとめると，将来気候においては，現在気候と
同程度もしくは多い積雪量・融雪量を期待できる年が出
現しやすい一方で，十分な積雪量・融雪量を期待できな
い年が出現しやすくなることが示された．これにより，
定山渓ダムにおいては，現在と同様の方法でダムを管理
した場合に，必要な貯水量を確保できない年が出現しや
すくなる可能性が示された．さらに，将来気候において
は降雨の変動幅が大きくなるため，融雪後期の貯水位が
高い時期に，強雨が発生する可能性が高まり，融雪と降
雨が同時生起する出水が発生する可能性が増加すること
が示された．このため，将来はダム流域における積雪包
蔵水量を正確に把握した上で，日々の融雪及び降水によ
る流入量を精度良く予測し，ダムの操作に反映させると
いった，精度の高い水資源管理，確実なダム操作が求め
られる可能性があると考えられる．

考えられる．
最後に，本研究は気候変動がダムに与える影響を考察
した一つの事例に過ぎない．気候変動に関する研究にお
いては，複数の気候変動モデル及び温室効果ガス排出シ
ナリオを用いることが主流である．より精度の高い評価
には，複数の気候変動モデル及び温室効果ガス排出シナ
リオによる予測結果を用いる必要がある．
さらに，IPCC第5次報告において温室効果ガス排出シ
ナリオがSRESシナリオに代わりRCPシナリオが採用さ
れたように，温室効果ガス排出シナリオは見直しが行わ
れる．さらに，気候変動の予測・評価に関しては多くの
調査・研究がなされており，今後も新たな知見が蓄積さ
れていく．このような変化に合わせて，影響評価結果を
継続的に更新し，気候変動適応策に反映していく必要が
ある．
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