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少雪地域における降雪量の推定方法の検討
－2014年2月関東甲信大雪時の降雪量試算－
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本研究の最終目標は、地域を問わず多くの気象観測

１．はじめに

点（アメダス等）で計測されている雨量・気温・風速
近年、これまで降雪が少ないとされてきた地域（以

のデータから広域かつ多点の積雪深および降雪量を簡

下、少雪地域）においても、集中的な多量降雪による

便かつ高精度に推定する方法を確立することである。

道路交通障害が度々発生している。多雪地域に比べ除

本稿では、2014年2月に関東甲信地方で発生した2度の

雪体制が整っていないなか、被害を最小限に留めるた

大雪事例（8～9日、14～15日）を対象に、次に述べる

めには、的確で効果的な通行規制の実施や道路利用者

雪水変換法によって降雪量の推定を行った結果につい

への情報提供が必要である。そのためには、広域かつ

て報告する。

多点の道路上の積雪深および降雪量の実況把握が必須
となる。

２．雪水変換法について

一般に、積雪深や降雪量は積雪深計を用いて計測さ
れる。気象庁では、毎正時に計測された積雪深の変化

雪水変換法とは、「雪水比（ゆきみずひ）」を用い

量（増加分）を正時値の時間降雪量としている。しか

て降水量から降雪量を求める方法である（気象庁1））。

し、全ての気象観測点に積雪深計が設置されているわ

雪水比は降水1mmが降雪何cmに相当するかを示す指

けではなく、少雪地域では特に少ない。例えば、本研

標であり、次式によって降水量から降雪量が求められ

究の対象地域（関東平野）で積雪深計が設置されてあ

る。

る気象庁の気象観測点は、図－1に示す八王子を除く9
か所（東京・横浜・千葉・銚子・熊谷・前橋・宇都

降雪量（cm）＝ 降水量（mm）× 雪水比

宮・つくば・水戸）である。
ここで、雪水比は降り積もった雪の密度に依存す
る。この密度は、雪粒子同士の焼結や積雪の自重によ
る圧密効果、降雪種の違い（雪片、あられ、みぞれな
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る。そのため、一義的には決まらないが、一般には地
上気温が低いほど密度は小さく、雪水比は大きい。し
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ど）、降雪粒子のサイズなど多くの要素に影響を受け

たがって、降雪時の雨量計データから降雪量を精度よ
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図－1

関東平野において積雪深計が設置されてある
気象庁の気象観測点（八王子を除く9地点）
※国土地理院 陰影段彩図を使用

く推定するためには、地上気温と雪水比の関係をより
適切に仮定することが肝要となる。
これまで、南岸低気圧時の降積雪事例を対象に、関
東平野に位置する6地点（東京・横浜・千葉・熊谷・
前橋・宇都宮）の雪水比が統計的に整理されている
（気象庁1））。ここでは、この6地点を気象特性の違
いに基づいて南部都市部と北部平野部に分け、気温階
級別に雪水比を示している（図－2）。しかし、地図
上において都市部と平野部の境界が明確に示されてい
るわけではない。また、水戸は都市部・平野部両方の
気象特性を併せ持つという理由から、雪水比が示され
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ていない。このように、地域の区分けが曖昧な雪水比

されているため、そのデータを比較対象とした2）。

は、意思決定を行う実務者（道路管理者や自治体の防
災担当者等を想定）にとって必ずしも使い易いものと

３．１

使用した雪水比

は言えないだろう。使い易さや活用性の観点からは、

本研究では、松田・清水3）によって2014年2月8日お

地域に依らず同一の雪水比を定めることが望ましい。

よび2月14日に東京都内（新宿区・千代田区）で計測

本研究では、当該地域で同一の雪水比を仮定して降

された平均積雪密度から逆算して求めた雪水比を使用

雪量を推定した。ここでは、2014年2月に関東甲信地

した。松田・清水 3）の計測結果は、地上気温－0.4～

方で発生した大雪時に観測された積雪密度から求めた

－0.8℃の時の積雪密度が122～144kg/m 3 （平均132

雪水比を関東平野全域に適用して降雪量を推定し、実

kg/m 3）、地上気温＋0.1～＋0.6℃の時の積雪密度が

測値との比較を行った。

258～270kg/m3（平均264kg/m3）であった。ここで
は、便宜的に、地上気温が0℃以下の時は雪水比0.76、
0℃より高い時は0.38とし、時間雨量（捕捉損失補正

３．降雪量の推定

済のもの、次節で説明）に対し、この雪水比を乗ずる
2014年2月8～9日および2月14～15日の2度の大雪事

ことで時間降雪量を求めた。なお、松田・清水3）は計

例を対象とした。図－1に示す10地点から、両事例と

測の一部を建物屋上で実施しているが、その高度での

も積雪が計測されなかった銚子を除いた9地点で降雪

気温および積雪密度も地上で計測したものと等しく取

量の推定を行った。なお、八王子アメダスには積雪深

り扱った。

計は設置されていないが、2014年2月14～15日の大雪
時に八王子市職員が独自計測した積雪深データが公開

３．２

雨量計の捕捉損失の補正

降雪粒子は雨滴に比べて軽いため、風の影響を受け
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やすく、雨量計の受水口に捕捉されにくい（横山ら4）
など）。したがって、雨量計による実測値は多くの場
合において実際の値を過小評価する。そこで、本研究
では大宮ら5）が示した風除け付き温水式雨量計への降

ઉਭർ

雪粒子の捕捉率と風速の関係式を用い、捕捉量低下に
よる損失分を補正した。図－3に大宮ら5）が示した降
雪粒子の捕捉率と風速の関係を示す。図中には、吉田
6）

の式に回帰させて求めた実線の回帰曲線（以下、関

係式①）のほか、第一近似として指数関数による破線
の近似曲線（以下、関係式②）を示してある。
捕捉損失の補正には、雨量計の受水口高さにおける
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図－2 南岸低気圧による降積雪時の気温階級別の雪水比
（箱ひげ図中の数字は平均値、括弧内数字はデータ数を示す）
※気象庁1）の図を改変
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雨量計の捕捉率と風速の関係
※大宮ら5）の図を改変
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風速が必要となる。ここでは、風速の鉛直分布は対数
7）

図は、積雪深計によって積雪が記録され始めてから最

則が成り立つと仮定し、各地点の風速測定高度 での

大積雪深を記録するまでの累計降雪量について、実測

実測値から受水口高さの風速を算出した。簡単のた

値（黒の実線）と本研究の推定値（赤の実線）の推移

め、計算対象とする全地点の雨量計の受水口高さは1.5

を比較したものである。なお、2014年2月14～15日の

m、かつ地面の粗度長は0.5mとした。なお、風速8m/

水戸は積雪の継続時間が約2時間と短時間であったた

sまでは関係式①を、風速8m/sを超える場合には関係

め解析対象から外した（総降雪量は2cm）。それぞれ

式②を使用して捕捉率を求め、その損失分を補正し

の図中には、参考までに、当該時間帯の地上気温（青

た。

の点線）のほか、図－2に示した地域別の雪水比（気
象庁1））から求めた推定降雪量（緑の破線）について
も示してある（八王子については南部都市部の雪水比
を使用した）。本結果より、関東平野全域に対して同
一の雪水比（地上気温別）を仮定して推定した降雪量
は、その累計値のみならず、時間変化とともに増加す

ここで、CRは雨量計の捕捉率を、Uは雨量計の受水口
高さにおける風速（m/s）を指す。

る様子も概ね良く再現できていることが見てとれる。
次に、表－1に、実測値の累計、本研究における推
定結果の誤差（推定値から実測値を引いた値）および
相対誤差（誤差を実測値で除したもの）の一覧を示

４．結果

す。誤差は小数第2位を、相対誤差は小数第1位を四捨
ともに最小であったのは2014年2月14～15日の熊谷で

ケールが同一でないことに留意されたい）。これらの

あり、実測値の累計が60cmに対して推定値の累計が
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五入して表示してある。推定結果の誤差・相対誤差が

ྩ߳ܯઉྖʤcmʥ

2014年2月8～9日の推定結果を図－4に、2014年2月
14～15日の推定結果を図－5にそれぞれ示す（縦軸ス
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図－4
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積雪が記録され始めてから最大積雪深を記録するまでの累計降雪量
（2014年2月14～15日）

表－1

各地点における実測値の累計・推定結果の誤差・相対誤差
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60.6cmであった（誤差：0.6cm、相対誤差：＋1%）。

だったのは2014年2月8～9日の横浜であり、実測16cm

また、2014年2月8～9日の千葉（実測：33cm、推定：

に対して推定32.9cmであった（誤差：＋16.9cm、相

35.1cm）やつくば（実測：26cm、推定：24.8cm）、

対誤差：＋106%）。誤差が2番目に大きいのは2014年

2014年2月14～15日の東京（実測27cm、推定：25.0

2月14～15日の前橋であり、実測73cmに対して推定86.0

cm）はいずれも誤差が2cm程度、相対誤差は±10%以

cmであった（誤差：＋13.0cm、相対誤差：＋18%）。

内に収まっていた。一方、誤差・相対誤差ともに最大

相対誤差が2番目に大きいのは2014年2月8～9日の水戸
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であり、実測18cmに対して推定27.5cmであった（誤
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