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北海道の道央・道東地域における 5冬期の

積雪特性と気象要素との関係

─ 2014年冬期から 2018年冬期に実施した広域積雪調査─

白 川 龍 生1＊，亀 田 貴 雄1

要 旨

北海道の道央・道東地域の積雪分布の年次変動と大雪時の積雪特性を把握することを目的に，毎年

同時期に同じ場所での調査を実施した．本研究は 2014 年〜2018 年の 5 冬期に北海道の 32 地点で実

施した広域積雪調査結果を取りまとめ，積雪特性と気象要素との関係を分析した．各冬期の気象は，

積雪の高さや層位，雪質に現れていた．2014 年と 2018 年は冬型の気圧配置が続き，道央地域が大雪

でしまり雪やざらめ雪が主体に，道東地域は少雪で下層にしもざらめ雪が発達していた．2015 年はオ

ホーツク海側と根釧台地で大雪となった．2016 年と 2017 年は少雪で，特に 2017 年は全観測地で積雪

の高さが 100 cm 未満だった．積雪の高さと積雪水量の関係は，既往研究とよく一致し，両者の直線

関係から導出した全層平均密度には道央と道東の地域差が現れていた．石坂（2008）による積雪地域

の気候区分図の適中率は 72% で，本研究はこの区分を概ね支持する結果になった．現地観測データ

を積雪モデルの精度向上につなげる目的で，複数の気象要素を説明変数とし重回帰分析による雪質推

定を行った．その結果，各観測地の雪質を 60% 以上説明できることがわかった．得られた経験式は

積雪モデルの改善に有効である．
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1． はじめに

日本では主に冬の季節風によって降雪がもたら

される．北海道では大雪山系と日高山脈が平地の

積雪分布にも大きな影響を及ぼし，西高東低の冬

型の気圧配置の場合，日本海側は積雪が多く，太

平洋側は少なくなる傾向がよく知られている．河

島ら（1987），河島・山田（1988）は北海道から福

井県もしくは京都府に至る日本海沿岸平野部で実

施された積雪調査結果から各地域の積雪特性を明

らかにするとともに，積雪深と積雪水量の間には

地域ごとに異なる直線関係が認められることを見

出した．石坂（2008）は気象庁が作成したメッシュ

気候値 2000 から日本の積雪の雪質分布を定量的

に求めた．これらの研究は，日本の積雪地域の気

候的な特徴の理解や気候変動における応答性な

ど，今後の気候の変化を考える上で重要な手がか

りを与えた．

現地調査に基づく北海道の積雪分布や雪質につ

いては，菊池ら（1972；1973）が石狩平野周辺の

積雪分布を調査し，遠藤ら（1976），秋田谷・遠藤

（1978）が石狩・空知地方の積雪特性（雪質）を明

らかにした．また遠藤・秋田谷（1978）は北海道

西部の積雪特性についての調査結果を示してい

る．さらに広域におよぶ積雪調査として，秋田

谷・遠藤（1979），秋田谷・遠藤（1980），秋田谷

ら（1990），石井ら（1991），秋田谷・石井（1992），

石井ら（1992），秋田谷ら（1995）による一連の研
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究によって，厳冬期における北海道の平地積雪特

性（雪質・硬度・積雪水量）が明らかにされてい

る．これらの研究によって北海道では平地積雪の

うち，しまり雪の発達する地域（多雪地域）とし

もざらめ雪の発達する地域（寡雪地域）が示され

た．ただしこの時点では北海道中央部（以下，道

央）に比べ北海道東部（以下，道東）の調査結果

が不足していた．その後，八久保ら（2002）が融

雪出水直前期の道東において 24 地点の積雪断面

観測を実施し，しもざらめ雪やこしもざらめ雪が

よく発達していること，先に河島ら（1987）が示

した積雪深と積雪水量の直線関係が成り立つこと

をモデルによって検証した．

その後はしばらくの間，北海道に主眼を置いた

現地調査に基づく広域積雪調査の報告はないが，

この間にも 2004 年 1 月に北見市で最深積雪 171

cm を記録した大雪（高橋，2013），2005 年 12 月

〜2006 年 2 月に北海道から北陸地方にかけて大

雪となった平成 18 年豪雪（河島ら，2007）など，

積雪分布や雪質を把握する上で重要な記録的大雪

やそれに伴う雪氷災害がたびたび発生した．

八久保ら（2002）が実施した広域積雪調査から

10 年経過した 2011 年 11 月〜2012 年 3 月，石狩

振興局北部と空知総合振興局南部が再び記録的な

大雪となり，日本雪氷学会北海道支部による呼び

かけで「2011-2012 年冬期に北海道岩見沢市を中

心として発生した大雪調査チーム」（尾関俊浩代

表，参加者：21名）が編成され，計 130 地点の積

雪水量および積雪密度が観測された（金田ら，

2012；堤ら，2012；尾関ら，2012；白川ら，2012；

荒川ら，2012）．筆者のうち白川はこの時に組織

された大雪調査チームに参加したが，その過程で

大雪を総合的に解析し，過去の調査結果と比較す

るためには，定期的に広域積雪調査を行うことが

有効と考えた．

冬の西高東低型気圧配置における日本の気候

は，日本海沿岸から脊梁山脈にかけての多量の降

雪と太平洋側での乾いた晴天域で特徴づけられ

る．北海道では大雪山系─日高山脈を結ぶ山系が

南北に延びて脊梁山脈としての性格を持ち，北海

道の東西の気候特性に明瞭なコントラストを形成

する（例えば，吉野，1978）．そこで筆者らは，脊

梁山脈を境に西側を道央，東側を道東と分け，両

地域の積雪分布の差や年次変動の把握，大雪時の

積雪特性をまとめることを主目的に，毎年同時期

に同じ場所（道央 12 地点，道東 20 地点の計 32 地

点）での積雪観測（積雪の高さ・層構造・積雪水

量）を計画した．先述の大雪調査時に選定された

観測地を参考に，2014 年より毎年の広域積雪調査

を開始した（白川ら，2014；小倉ら，2014；白川・

小倉，2015；白川，2016；白川，2017）．

本論文では，2014 年〜2018 年まで 5 冬期実施

した調査結果をまとめ，これらの期間に見られた

各観測地の特徴（4.1 節），および全層平均密度の

地域特性（4.2 節）を考察する．4.3 節では石坂

（2008）が示したメッシュ気候値に基づく積雪地

域の気候区分と本研究の調査結果とを比較する．

4.4 節では，既存の積雪モデルでは再現が困難な

変態過程（例えば，一度濡れてざらめ雪になった

雪質が，その後の放射冷却に伴う気温変化でしも

ざらめ雪に変態する過程；白川・八久保，2018）

を将来的に積雪モデルへ導入することを想定し，

現地観測結果と雪質に影響する気象要素との相関

を分析する．4.5 節では，調査時期の妥当性と積

雪の高さ（観測値）の代表性を検証する．

2． 調査方法

各年の野外調査は，概ね北緯 43°〜44°の範囲で

北海道を横断する範囲の中から平地を抽出し，さ

らに自然積雪での観測ができる候補地の中から，

管理者から敷地への立ち入りを許可された 32 地

点を設定した（図 1）．本研究では，地名の検索性

を高めるため各観測地に 1〜32 の番号を付与し，

以降，本文及び図表では番号と地名（例えば「18

北見」）の併記で表すこととする．

調査時期は 2014 年から 2018 年までの 5 冬期

で，毎年 2 月中旬〜3 月上旬（場所により異なる

が，この時期を平地での積雪水量が最大とみなせ

る融雪出水直前期と想定）に実施した．

調査項目は，積雪の高さ，層構造および積雪水

量の 3項目である．全ての調査地点で平均的な堆

積状況を調査した後に雪面から地面まで観測ピッ

トを掘削し（図 2に一例を示す），積雪観測ガイド

ブック（日本雪氷学会編，2010）および Fierz et

al.（2009）に準じた観測を実施した．本研究では

地面の高さを基準に層位を決定したため，観測で
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得られた積雪深は「積雪の高さ」としてまとめた．

調査に用いた主な観測機器および装備を図 3に示

す．

全ての観測は筆者のうち白川が担当した．調査
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図 3 広域積雪調査に用いた観測機器および装備．

観測機器は折り尺，測深棒，温度計，神室型ス

ノーサンプラー，計量用デジタルスケール，

ルーペ（2種類），粒度ゲージ，防水野帳，カメ

ラ．装備はショベル，雪ベラ，スノーシュー，

ヘッドライトなど．

図 2 観測ピットの一例．観測地：3滝川，積雪深：

75cm（2017 年 2 月 18 日撮影）．

図 1 広域積雪調査における北海道内の各観測地．図中の数字は地点番号を示し，

本文ではこの数字と地名を組み合わせて表記する．



は北海道北見市を拠点とし，年数回の行程に分け

て実施した．

3． 調査結果

各観測地とその緯度・経度・標高および各年の

調査日を表 1 に，各年の層構造調査結果（積雪の

高さ併記）を図 4に，各年の積雪水量を図 5に示

す．各年の層位と雪質については，白川（2018a；

2018b；2018c；2018d；2018e）にまとめた．近隣

アメダスに積雪深計がある 23 地点については，1

月 1 日〜2 月 28 日のアメダスの降水量および降

雪量を記す（図 6）．この図において，降水量が多

く降雪量が少ない地点・年は雨が相対的に多く，

逆であれば乾いた軽い雪が相対的に多いことを意

味していると考えられる．

各年の概況は以下の通りである．なお，各年の

調査時期および積雪の高さ（観測値）とアメダス

については，4.5 節で議論する．

3．1 2014年の調査

札幌管区気象台（2014）によると，寒帯前線

ジェット気流（偏西風）が蛇行した影響で，北海

道全域では「高温・多雨（少雪）・多照」の特徴が
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表 1 各年における観測地・緯度・経度・標高および調査日（2014 年〜2018 年）．観測地のうちアスタリスク（*）

をつけた 23 地点は近隣アメダス観測所に積雪深計があることを示す．緯度・経度・標高データは国土地理

院による地理院地図（電子国土 web）から得た（https ://maps.gsi.go.jp/）．



雪氷 81 巻 4 号（2019） 道央・道東 5冬期の広域積雪調査と気象要素 167

図 4 各年における層構造の調査結果（2014 年〜2018 年）．柱状図の縦軸および数値は積雪の高さ（cm）を示す．

2014（a），2015（b），2016（c），2017（d），2018（e）．



見られた．1 月〜2 月中旬にかけては冬型の気圧

配置や低気圧の影響で日本海側を中心に雪や雨の

降る日が多く，下旬（本調査の時期）は高気圧に

覆われ晴れの日が多かった．

この気象経過を踏まえ図 4a に示す積雪の層構

造をみると，道央（1留萌〜12 上川，以下同様）は

しまり雪・ざらめ雪主体で，層間には複数の氷板

が存在する．一方，道東（13 白滝〜32 中標津，以

下同様）では下層にしもざらめ雪が発達していた．

特に 26帯広では気温が平年よりも 1.7℃高く，降

水量が平年比 68% と少ない（図 6a）．一方，日照

時間については平年比 107% と長くなっており

（札幌管区気象台，2014），これらの値は付近の 23

足寄と 25池田を含め，十勝総合振興局中部の少
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図 5 各年における積雪水量の調査結果（2014 年〜2018 年）．2014（a），2015（b），2016（c），2017（d），2018（e）．
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図 6 各年 1月 1日〜2月 28 日におけるアメダスの降水量・降雪量．2014（a），2015（b），2016（c），2017（d），

2018（e）．近隣アメダスに積雪深計がある 23 地点について示した．

注：2017（d）の 18 北見の降水量については，降雪量が降水量として現れていない日があり，それを含む

月統計値であることに注意を要する．



雪を裏付ける結果とみられる．23足寄と 26帯広

では最下層に厚い氷板層が形成されていた．これ

は積雪の融解と再凍結の結果として生じた層とみ

られる．

3．2 2015年の調査

札幌管区気象台（2015a）によると，北海道付近

で低気圧の発達・停滞が多く，北海道全域では「高

温・多雨（少雪）・寡照」の傾向がみられた．特に

2 月から 3 月上旬（本調査の時期）にかけては道

東で低気圧の影響による暴風雪や大雪となった

（札幌管区気象台，2015a；2015b）．中心気圧が 24

時間で 24hPa 以上低下し台風並みの勢力を持っ

た低気圧（例えば，森ら，2017）を含め，北海道

周辺で急速に発達した低気圧（南岸低気圧）は北

海道付近に 13 回接近し（気象業務支援センター

編，2015；気象業務支援センター編，2016），特に

通過ルートとなった道東（オホーツク海側と根釧

台地）では暴風雪の影響で積雪が増加した（白川・

小倉，2015）．この大雪の傾向は図 6bにおける道

東各地の降水量，降雪量にも現れている．さらに

北海道全域で気温が高めに推移するなど，この年

は特異な傾向がみられた（札幌管区気象台，

2015a；札幌管区気象台，2015b）．

またこの気象経過は図 4bに示す積雪の層構造

にも現れ，道央は 9占冠を除き積雪の高さが 100

cm 未満で，多くの地点でざらめ雪主体の層構造

だった．一方，道東は積雪が多く，気温も高い状

態で推移したために積雪内に温度勾配がかかりに

くく，例年この時期に発達するこしもざらめ雪や

しもざらめ雪があまりみられず，オホーツク総合

振興局管内（13 白滝〜21斜里）ではざらめ雪主体

となるなど，積雪分布は 5冬期の中で他の年とは

傾向が大きく異なっていた．特に根釧台地（30虹

別〜32 中標津）も積雪が多く，32 中標津では 172

cmの積雪の高さを記録した．

道東の大雪に焦点を当てた広域積雪調査はこれ

まで行われていない．このことから，2015 年の調

査結果は大雪時の積雪層構造の情報を広域分布と

して示す最初の報告になる．

3．3 2016年の調査

札幌管区気象台（2016）によると，この年は冬

型の気圧配置となっても強まることが少なく，北

海道全域としては「高温・多雨（少雪）・寡照」の

特徴がみられた．2 月は低気圧がたびたび通過

し，同月中旬以降（本調査の時期）は低気圧や気

圧の谷の影響により，広い範囲で雪や雨の降る日

が多かった．このことは図 6c に示す各地の降水

量・降雪量データにも現れている．

しかしながら，図 4c に示す積雪の層構造をみ

ると，積雪の高さが 100 cm を超えたのは 3滝川

と 4奈井江の 2地点のみで，全体に少雪傾向がみ

られた．雪質については，道央はしまり雪・ざら

め雪主体，道東はこしもざらめ雪・しもざらめ雪

主体で，これは既往研究（石井ら，1991；石井ら，

1992；八久保ら，2002；石坂，2008）の知見とよ

く一致する．またオホーツク総合振興局管内内陸

部に位置する 18 北見では，12 月〜1 月上旬にか

けてのまとまった降雪とその後の融解・再凍結過

程を経た，ざらめ雪の痕跡を残すしもざらめ雪の

層が下層でみられた（白川ら，2016）．18 北見の

周辺の観測地（14遠軽，17 置戸，18津別）でも，

同様の層構造がみられた．

3．4 2017年の調査

札幌管区気象台（2017）によると，12 月は冬型

の気圧配置や低気圧の影響で大雪害が相次いで発

生したが，1〜2 月は冬型の気圧配置が長続きせ

ず，北からの寒気の影響を受けにくかったことか

ら，冬の降雪量については平年比 76% とかなり

少なく，特に日本海側では平年比 63% と 1961 年

の統計開始以降で最も少なかった．この傾向は，

図 6d の降水量・降雪量にも顕著に現れている．

なお 18 北見の降水量については，降雪量が降水

量として現れていない日があり，それを含む月統

計値であることに注意を要する．

この気象経過は図 4d に示す積雪の層構造にも

現れ，積雪の高さは全地点で 100 cm未満だった．

特に豪雪地帯として知られる空知総合振興局中部

の 4奈井江では 40cm，同南部の 5岩見沢では 41

cm と，過去 3 冬期の調査とは大きく異なる結果

だった．札幌管区気象台（2017）に示された岩見

沢特別地域気象観測所の降水量は平年比 58% で，

これはかなり少ないといえる．一方，7千歳では

積雪の高さが 72cm で例年より多かった．石狩

振興局管内では 2016 年 12 月 22〜23 日に低気圧

の影響で広い範囲で大雪となり，大規模な交通障

害が発生した（札幌管区気象台，2017）．7千歳の
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積雪の高さが例年より高い値を示したのはこの影

響もあるとみられる．道東については，こちらも

積雪が少なく，下層にしもざらめ雪がよく発達し，

寡雪地域の特徴が現れていた．

また全ての観測地において，程度に差はあるも

のの氷板またはクラストが存在し，さらにしもざ

らめ雪の存在が認められた．

3．5 2018年の調査

札幌管区気象台（2018a）によると，この年は冬

型の気圧配置や低気圧の影響で雪や雨の降った日

が多く，北海道全域として「並温・多雨（少雪）・

寡照」の特徴がみられた．特に 1 月〜2 月上旬に

低温が続き，1 月以降に北海道西岸で低気圧が

度々停滞したため，日本海側や太平洋側西部で積

雪深の値が平年に比べかなり大きい地点もあっ

た．本調査対象には含まれていないが，幌加内町

幌加内のアメダスでは最深積雪が 324 cm とな

り，北海道内の観測史上 1 位の値を 48 年ぶりに

更新した．

図 4e に示す積雪の層構造をみると，気象経過

のように道央の積雪が多かった．特に 1留萌〜4

奈井江ではしまり雪・ざらめ雪主体で積雪水量の

値も大きく（図 5），直近 3 年の少雪傾向からは一

転した．一方，道東については積雪が少なく，下

層にざらめ雪の痕跡を含むしもざらめ雪が発達し

ていた．白川・八久保（2018）による北見での積

雪観測事例より，この痕跡がみられる層は 2016

年と同様，少なくとも一度融解と再凍結を経験し

た層とみられ，オホーツク総合振興局管内の観測

点（図 4のうち，13 白滝〜21斜里）をはじめ，道

東地域の多くでみられた．

4． 考察

4．1 5冬期の継続調査で判明した特徴

広域積雪調査を 2014 年〜2018 年の 5 冬期にわ

たり継続したことで見られた特徴について，主な

ものを以下のように整理した．

道東は積雪深が少なく気温が低いために下層に

しもざらめ雪が発達する地域であるが，冬期の低

気圧の通過ルートによっては 2015 年のような大

雪となることがある．その年には道東でもしまり

雪やざらめ雪主体の層構造を示すことがある．

秋田谷ら（1979；1980；1990；1993；1995），石

井ら（1991；1992），八久保ら（2002）による一連

の調査結果と比べ，各観測地で氷板が多く確認さ

れた．観測者や観測時期の差異もあるが，このこ

とは冬期に日平均気温が 0℃以上の日数が多かっ

たことを示唆しており，近年の気候変動に伴う雪

氷環境の変化が現れているといえる．

3滝川，4奈井江，5岩見沢は，2016 年までの 3

冬期は雪質および積雪の高さに類似性が見られた

が，2017 年は 3滝川に比べ 4奈井江および 5岩見

沢の積雪が少なく，差異が生じた．5岩見沢につ

いては，翌 2018 年も少雪傾向が続いた．

7千歳と 23足寄では，それぞれ複数回，最下層

に厚い氷板が観察された．4.3 節でも述べるが，

これは現地の日射量や気温が高いことによるもの

とみられる．

24 上士幌と 28阿寒については，5 冬期全てで

発達したしもざらめ雪がみられた．

これらの具体的なデータについては，図 4なら

びに白川（2018a；2018b；2018c；2018d；2018e）

を参照されたい．地域特性については次節で述べ

る．

4．2 全層平均密度の地域特性

図 7は各観測地における積雪の高さと積雪水量

の関係を示す．図 7a は道央（1留萌を除く），図

7b は道東を各冬期別にまとめた．1 留萌につい

ては 4.5 節で後述するが，現地の積雪の高さとア

メダス積雪深の差が他地点に比べ著しく大きく，

代表性に疑問があることから，本節の考察から除

外した．

八久保ら（2002）が指摘しているように，道央

と道東の観測地は広範囲に分布しているが，両地

域の積雪の高さと積雪水量は概ね直線関係が認め

られる．なお各観測年の傾向と値が著しく異なる

観測地として，道央では 2015 年の 7千歳と 9占

冠，2016 年の 7千歳がある．7千歳は道央の中で

積雪が最も少なく，該当する 2か年で最下層に氷

板が形成されていたことが原因と推定される（図

4b, c）．9占冠は積雪が多い観測地で，2015 年冬

期も上層には新雪やこしまり雪の層がみられ，道

央の他の観測地とは傾向が異なっていた（図 4b）．

一方，道東では 2014 年の 23足寄と 26帯広の傾

向が他とは異なっていた．いずれも積雪が少な

く，7千歳と同様，最下層の氷板が原因とみられ
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る（図 4a）．

積雪の全層平均密度（ρ）は，積雪水量を積雪の

高さで除することによって求められる．図 7の原

点を通る直線は等密度線を表す．表 2 は各冬期お

よび 5 冬期を通じた ρ の算出結果（有意水準 5%

以下で有意）であり，道央と道東には地域差が認

められる．この結果は秋田谷・石井（1993）によ

る北海道の地域別積雪特性図とよく一致する．道

央ではこの時期にみられる下層のざらめ雪や多数

の氷板層など，密度の大きい雪質を反映し，ρ が

大きくなっている．一方，道東はこしもざらめ雪

やしもざらめ雪が多く，これらはざらめ雪や氷板

層と比較すると密度が小さい．このため，ρ の値

は道央に比べ小さくなる．道東の 5冬期の平均値

は ρ=241kgm−3 であり，これは八久保ら（2002）

が示した ρ=251kgm−3 と概ね一致する．なお

2018 年は両地域とも値が大きく下がっているが，

これは積雪の多い地点では下層のざらめ雪やしも

ざらめ雪に比べ密度の小さい新雪やこしまり雪，

しまり雪が上部に多く存在することが理由と推定

される．このように，ρ には年次変動が現れてお

り，その年の積雪の特徴を表す指標の一つとして

利用することができる．

4．3 石坂（2008）による積雪地域の気候区分図と

の比較

石坂（2008）は，気象庁のメッシュ気候値 2000

に複数の気候条件を適用し，厳冬期の積雪の質的

特徴に基づく日本の積雪地域の気候区分図を提案

した．表 3 は，この石坂（2008）による気候区分

（以下，石坂の区分）と本研究による現地観測結果

に基づく区分をクロス集計したものである．

石坂の区分は 5区分（しもざらめ雪地域につい

てはしもざらめ年の頻度によってさらに 2 区分）

あるが，本研究が対象としている地域については，

a：乾き雪地域，b：しもざらめ雪地域のうちしも

ざらめ年が 60〜90% の地域，c：しもざらめ雪地

域のうちしもざらめ年が 90% を超える地域，の 3

区分がある．本研究はこれに対する区分として，
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図 7 積雪の高さと積雪水量の関係．（a）道央（2秩

父別〜12 上川），（b）道東（13 白滝〜32 中標

津）．道央のうち 1留萌は観測地が風の影響を

受けやすく積雪深の変動が大きいため除外し

ている．

表 2 積雪の高さと積雪水量の直線関係から求めた

全層平均密度（ρ）．

表 3 石坂（2008）による積雪の雪質分布図との比較．

数値は地点数を示し，全 32 地点における内数

を示す．



積雪の高さに占めるこしもざらめ雪としもざらめ

雪の割合が 50% を超える場合を「しもざらめ雪

が発達した積雪」と定義し，これが 5冬期におけ

る出現頻度を a：3 冬期未満の場合，b：3冬期の

場合，c：4 冬期以上の場合，の 3 区分で表した．

この区分は石坂の区分と完全には一致していない

が，検証には使用できると考えた．

石坂の区分を基準とした場合，現地観測結果（本

研究）の適中率は 72%（全 32 地点中 23 地点で一

致）だった．ここで適中した結果は表 3 で対角線

上に示される．

石坂の区分と現地観測結果に差異が生じたのは

全体の 28%（全 32 地点中 9地点）だった．内訳

は，（ア）石坂の区分が bで本研究の区分が a の

場合：9占冠・14遠軽・15湧別，（イ）石坂の区分

が c で本研究の区分が bの場合：25池田・26帯

広・29釧路，（ウ）石坂の区分が cで本研究の区分

が a の場合：13 白滝・23足寄・31 中茶安別，で

ある．9占冠を除くと全て道東の観測地である．

このうち（ア）および（イ）については，3.2 節に

記したように 2015 年冬期の特異な積雪分布の影

響が大きいとみられる．本研究は 5冬期のみであ

り，1冬期の重みが大きい．また（ウ）のうち 23

足寄については，図 4a（2014 年冬期）および c

（2016 年冬期）のように，下層に厚い氷板層が見

られることがあった．これは現地の日射量や気温

の影響によるものとみられる．13 白滝について

は道東の中でも積雪が多い地域であり，図 4b

（2015 年冬期）および c（2016 年冬期）の 2冬期に

ついては積雪内の温度勾配が小さかったとみられ

る．31 中茶安別については積雪の高さの冬期に

よるばらつきが大きいことが原因とみられる．

以上のことから，本研究の観測結果は石坂

（2008）の気候区分を概ね支持することがわかっ

た．

4．4 雪質と気象要素との関係

本節では，広域積雪調査で得られた雪質の現地

観測データと，気象官署または積雪深計を備えた

アメダス（積雪の観測地に近い 23 地点，表 1 にア

スタリスク（*）で示す）で観測された気象要素と

の関係について述べる．ここでは複数の気象要素

から雪質を推定する経験式を重回帰分析で求め

た．

図 8は白川・八久保（2018）が実施した，2017

年 11 月〜2018 年 4 月に北海道北見市（18 北見と

同じ場所）における積雪断面観測の結果と，同冬

期気象観測データに基づく SNOWPACK による

積雪モデル計算結果とを比較したものである．

2017 年 12 月 25 日（図 8a の矢印で示す観測日），

北見のアメダスは日平均気温+2.2℃，最高気温

+7.0℃，最低気温−2.7℃を記録した．風速につ

いては，平均風速 5.7m/s，最大風速 14.7m/s を

記録した．この日の観測では，こしもざらめ雪を

主体とする積雪が全層でざらめ雪に変態してい

た．翌 12 月 26 日には，日平均気温−6.0℃，最高

気温−2.2℃，最低気温−9.0℃，平均風速 7.9m/s，

最大風速 13.6m/s を記録した（同アメダス）．こ
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図 8 積雪断面観測の結果と積雪シミュレーション

との結果の比較．いずれも北海道北見市にて

2017 年 11 月〜2018 年 4 月に実施した観測に

基づくもので，（a）積雪断面観測の結果（白川・

八久保，2018，一部追加），（b）冬期気象観測

データに基づく積雪モデル計算（SNOWPACK，

NIEDモデルを使用）との結果を示す．12 月 25

日の日平均気温は+2.2℃，最高気温は+7.0℃

で，積雪全層が 0℃となりざらめ雪へ変態した．



の気象の変化に伴い，雪質は全層ざらめ雪からこ

しもざらめ雪及びしもざらめ雪主体に変態した．

その後の放射冷却による気温変化に伴い，同 30

日にほぼ全層がしもざらめ雪へ変態した（白川・

八久保，2018）．この変態過程は積雪モデル計算

では再現できず，図 8bのようにざらめ雪のまま

である．

こしもざらめ雪やしもざらめ雪は力学的強度が

弱い積雪層であり，この過程の積雪モデルによる

再現は雪崩防災上重要と考えられる．そこで本研

究では，今後の積雪モデルの改善に資するため，

雪質と気象要素の経験式を求めることとした．当

初は，各雪質の割合と 1 月〜2 月の平均気温また

は最高気温とを単回帰分析したが，いずれも有意

な相関は見られなかった．このため，複数の説明

変数からなる重回帰分析を用いることとし，以下

のように雪質と気象要素との関係を示す経験式を

求めた．

説明変数としては，1月〜2月の 2ヶ月について

の，平均気温（℃），平均日最低気温（℃），日平

均気温が 0℃以上の日数（日），平均積雪深（cm），

平均積雪深と累計降雪量の比，平均風速（m/s）

を使用した．このうち 1 月〜2 月の平均気温を用

いたのは，広域積雪調査の時期が融雪出水直前期

（2月下旬）であり，その時点での積雪が主に 1月

〜2月の気象を反映していることが理由である．

また，平均積雪深と累積降雪量の比は，圧密の

しにくさを説明するために導入した変数である．

融雪出水がないと仮定した場合，この比が大きい

と圧密しにくい地域（しもざらめ雪地域）を，小

さいと圧密しやすい地域（しまり雪地域）を表現

することができる．

雪質を示す目的変数としては，河島ら（1987）

及び Kawashima et al.（1994）を参考に，積雪の

高さに対する（a）ざらめ雪の厚さの百分率（「ざ

らめ率」とする），（b）こしもざらめ雪としもざら

め雪の厚さの百分率（「しもざらめ率」とする），

（c）氷板枚数（枚）の 3項目とした．なお河島ら

（2007）ではざらめ率の計算に氷板の厚さを含め

ているが，本研究はこれを含めていない．本研究

では主に氷板と気温の関係を分析する目的から，

氷板の枚数を推定することにした．説明変数は重

相関係数が高くなるよう，表 4 のように選択し，

それぞれについて回帰式（式（1）〜式（3））を作成

した．

X=1.95T+0.404N+0.372H+4.84V （1）

Y=−3.90T −0.690H+86.4α （2）

Z=0.214T+0.0837N+0.0644H （3）

ここで，

X： ざらめ率（%）

Y： しもざらめ率（%）

Z： 氷板枚数（枚）

T： 1月〜2月の平均気温（℃）

T ：1月〜2月の日最低気温の平均（℃）

N： 1月〜2月の日平均気温が 0 ℃以上の日

数（日）

H： 1月〜2月の平均積雪深（cm）
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表 4 気象要素による 2 月中旬から 3 月上旬の雪質の推定（重回帰分析に使用した説明変数と多項式の各係数）．

表中の説明変数はいずれも 1月〜2月の値である．



α： 1月〜2月の平均積雪深と累計降雪量と

の比

V： 1月〜2月の平均風速（ms−1）

重回帰分析では説明変数の増加に応じて決定係

数（寄与率）が 1に近づくという性質があり，見

かけ上，説明できる割合が高くなる．これを避け

るため，表 4 における回帰式の評価には，式（4）

により説明変数の数の影響を除去した「自由度調

整済み決定係数」を用いた（例えば，海保ら，1985）．

R
=1−

n−1

n−p−1
1−R （4）

ここで，

R
：自由度調整済み決定係数

p： 説明変数の数

n： データ数

R：決定係数

表 4 より，回帰式（1）〜（3）の自由度調整済み決

定係数（R
）の値はそれぞれ 0.648，0.773，0.705

であり，これらの気象要素で 3種の雪質を 60%

以上の割合で説明できることがわかった．表 5 に

各冬期および 5 冬期全体の相関関係を示す．氷板

枚数については 2016 年および 2017 年について，

推定値と実測値の間に有意な関係は見られなかっ

たものの，それ以外の全て，および 5 冬期全体に

ついては有意水準 5% で有意な結果が得られた．

図 9では，上記の回帰式によって求めた推定値

について，道央・道東の各地域別に実測値と比較

した．雪質と気象要素との関係を以下に述べる．

なお各項目の推定結果がマイナスの場合は物理的

に意味を持たないので，推定値を 0としている．

ざらめ率は，式（1）を用いて，平均気温，日平

均気温が 0℃以上の日数，平均積雪深，および平

均風速の 4変数で推定した（図 9a, b）．いずれも

係数はプラスで，気温が高く平均積雪深が大きい

場合はざらめ率が高くなる．道央は道東に比べこ

の条件が揃いやすい．また，平均風速が大きい沿

岸部の 1留萌や 29釧路では，各地域の中でもざ

らめ率の推定値が高かった（図 9a, bに破線丸印

で示す）．

しもざらめ率は，式（2）を用いて，日最低気温

の平均，平均積雪深，および平均積雪深と累積降

雪量の比の 3変数で推定した（図 9c, d）．平均積

雪深と累積降雪量の比を新たに導入することで，

こしもざらめ雪やしもざらめ雪のできやすい道東

の雪質（圧密のしにくい雪質）を表しやすくなる．

日最低気温の平均および平均積雪深の係数はマイ

ナスであるため，気温が低く積雪深が小さいほど

しもざらめ率が高くなる．これは現地観測の結果

と一致する．道東では 2016 年および 2017 年の調

査時，下層に発達したしもざらめ雪が見られる地

点が多かった．これはその地点で厳冬期に大きな

温度勾配が生じていたことを示している．特に

2016 年と 2017 年は，本研究の期間（5冬期）全体

の回帰式に比べ現地気温が低かったため，推定値

より実測値が大きくなる傾向が見られた（図 9d）．

氷板枚数は，式（3）を用いて，平均気温，日平
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表 5 重回帰式を用いた雪質の推定値と実測値の関係（各冬期及び 5 冬期通算）．a：回帰式の傾き，

r：相関係数，n：サンプル数，t：t分布において標本不偏分散によって標準化された t値．



均気温が 0℃以上の日数，平均積雪深の 3変数で

推定した（図 9e, f）．係数はいずれもプラスで，気

温が高く推移し平均積雪深の値が大きな冬期は氷

板枚数が多くなる．道央ではざらめ率と同様にこ

の条件が揃いやすいため，道東に比べると推定・

実測ともに枚数の多い傾向が見られる（図 9e）．

ただし 2015 年の道東は大雪であったため，この

年の氷板枚数は多い（図 9f）．

以上のように，複数の気象要素を説明変数とし

て重回帰分析することにより，各観測値の雪質を

60% 以上説明することができることがわかった．

また多項式の各項に乗じる係数の正負についても

現地観測との整合性が認められる．これらの結果

から，本研究では，例えばざらめ雪からしもざら

め雪への変態など，現状の積雪モデルで再現でき

ない計算過程を改良するための経験式が得られた

と考えている．

4．5 調査時期の妥当性および積雪の高さの代表

性の検証

本研究は過去に実施された広域積雪調査を参考

に，毎年 2月中旬以降に観測地を固定して調査を

実施したが，本節ではこの調査時期と観測結果の
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図 9 気象要素による雪質の実測値と推定値の比較．ざらめ率（a：道央，b：道東），

しもざらめ率（c：道央，d：道東），氷板枚数（e：道央，f：道東）．



ひとつである積雪の高さに代表性があるかを検証

する．

4．5．1 調査時期の妥当性

図 10 は，本研究における調査時期とアメダス

の積雪深，日平均気温，推定融雪開始日，実際の

消雪日の範囲を示したものである．ここで 2016

年が閏年であることから，日付は 1月 1日からの

通算日数である Julian day とした．図 10 の各年

の a は調査期間であり，b〜e は観測地付近にあ

るアメダスデータから求めた．bは積雪深のピー

ク日（積雪深計を備えたアメダスから抽出）の範

囲，c は日平均気温が 0℃以上となった最初の日

（気温計を備えたアメダスから抽出）を示す．d

は推定融雪開始日の範囲を示し，気温を用いて連

続的な融雪開始日を判断する方法（河島ら，2002）

を適用して求めた．ここで示されている FD-

indexは，日平均気温を積算した形態で表される

指標（単位：℃･day）であり，融雪開始日を判断

するための FD-indexのしきい値は同文献に示さ

れている 8℃･days と仮定した．d に示す範囲は

推定結果であるため，実際に最も早く消雪した日

（アメダスの積雪深データが 0cm を記録した日

とする）はその地点名とともに eに示した．

本調査の時期は融雪出水直前期が理想的であ

り，さらにその年の特徴を把握するためには，毎

年同時期に実施することが望ましい．したがっ

て，調査時期は各年の dおよび e より前に実施さ

れるべきと考える．また各年の cに示す「日平均
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図 10 本研究の観測時期と気象要素の関係．各観測年の aは本研究で観測を実施した時期，bは積雪深のピーク

期（アメダス），cは日平均気温が最初に 0℃を上回った日が含まれる時期（アメダス），dは推定融雪開始

日（アメダス，FD-index>8℃･days）の範囲，eは実際の消雪日（アメダス）を示す．



気温が最初に 0℃以上となる日」は，2014 年〜

2018 年の 5 冬期については年々早まる傾向がみ

られる．さらに八久保ら（2002）が示すように，

調査はできるだけ短期間に多点で行うことが望ま

しいことから，毎年の調査時期は 2月末までの範

囲とし，行程はできるだけ短期間となるよう計画

すべきである．

以上を踏まえ，これまでに実施した各年の結果

を図 10 により事後検証した．2014 年は 30虹別

の近くにある標茶のアメダスデータが 2 月 28 日

に積雪深 0 cm を記録しており，同年 3 月 9日に

実施した 30虹別や道東の各観測地での観測は結

果的に理想的な時期に比べ遅かった可能性があ

る．2015 年は前年より調査時期を早めたが，dに

示す推定融雪開始日が他の各年に比べ早い時期か

ら始まっていること，さらにこの年は道央の調査

を都合により 3月に実施したため（表 1），同地域

の調査時期としては調査に適した時期を逸した可

能性がある．また調査開始から終了までの日数は

2014 年が 15 日間，2015 年が 16 日間を要し，この

2 年間は短期間とは言い難い状況であった．2016

年以降の各年については，これらの経験を踏まえ，

道央での調査を前半，道東での調査を後半に実施

することとし，調査日数もできるだけ短くなるよ

う計画した．結果，2016 年および 2017 年の調査

は前述の条件を概ね満たしたと考えられる（いず

れも 2月下旬に実施，2016 年：11 日間，2017 年：

9日間）．2018 年は，18 北見で実施した毎日の積

雪断面観測（白川・八久保，2018）を優先したた

め，1 回あたりの観測を日帰りまたは 1泊 2 日に

まとめる必要があり，調査開始から終了まで 14

日間を要した（ただし全ての調査は 2月中に終了

している）．この年は本調査終了後の 3 月 1 日に

十勝総合振興局・釧路総合振興局管内で大雪とな

り（札幌管区気象台，2018b），27 中札内の付近に

ある上札内のアメダスでは前日（71cm）から+

61 cm となる 132 cm を記録している．本研究は

この大雪を反映した観測結果を得ることができな

かった．

一方，各観測地の調査実施時期について検討し

た結果を図 11 に示す．それぞれの軸の値が正の

場合は「調査時期が遅い」，負の場合は「調査時期

が早い」ことを示唆する．これによると，全般に

調査時期が早いのは冬型の気圧配置が卓越した

2014 年および 2018 年であり，逆に時期が遅いの

は 2015 年（道東で大雪），2016 年であった．2017

年はばらつきが少なく，この 5冬期の中では調査

時期として最も適切だったといえる．

4．5．2 積雪の高さ（観測値）とアメダス積雪深と

の差

全 32 地点のうち，アメダス観測所が近隣にあ

り，さらに積雪深計が備わっている 23 地点につ

いて，積雪の高さ（観測値）とアメダス積雪深と

の差を 2乗平均平方根（RMS）で比較した（図 12）．

これによると，1留萌・7千歳・11旭川・18 北見お

よび 30標茶（虹別）の 5地点で RMSが 20cmを

超過しており，差が大きい．このうち 18 北見の

アメダス観測所については 2015 年 10 月に市街地

から郊外へ移転したことに伴う影響も含まれる．

7千歳・11旭川および 30標茶（虹別）の各アメダ

ス観測所と広域積雪調査における各観測地との距

離や露場環境の差異が現れたものとみられる．5

地点を除く他の 18 地点については，RMSが平均

11.4 cm，標準誤差が平均 1.8 cm であり，観測値

とアメダス積雪深は概ね対応しているといえる．

なお 1留萌は，観測値とアメダス積雪深との差

が，RMSで 35.6 cm，標準誤差で 7.9 cmあり，値
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図 11 観測地の調査時期の検討結果．対象は近隣ア

メダスに積雪深計がある 23 地点である．それ

ぞれの軸の値が正の場合は「調査時期が遅い」，

負の場合は「調査時期が早い」ことを示す．



が著しく大きい．この理由として，広域積雪調査

の観測地に選定した留萌市浜中運動公園が海沿い

の高台にあり，強風の影響を受けやすい立地であ

ることが考えられる．過去 5 年間の観測時はいず

れも強風を経験している事実も考慮すると，1留

萌の観測結果は他の観測地と区別して扱うことに

した．

5． まとめ

本研究は，2014 年〜2018 年の 5 冬期にわたり

北海道の道央・道東 32 地点で実施した広域積雪

調査結果に基づき積雪の地域特性をまとめるとと

もに，雪質に影響する気象要素について考察した

ものである．得られた知見を整理すると以下とな

る．

1）各冬期の気象は，積雪の高さや積雪の層位・

雪質によく現れていた．西高東低の冬型の気

圧配置が続いたのは 2014 年と 2018 年で，道

央が大雪でしまり雪やざらめ雪主体，道東は

少雪で下層にはしもざらめ雪がよく発達して

いた．一方，2015 年は南岸低気圧の影響で道

東のオホーツク海側と根釧台地で大雪となっ

た．2016 年と 2017 年は少雪で，特に 2017 年

は全ての観測地で積雪の高さが 100 cm 未満

だった．また全ての観測点で氷板またはクラ

ストとしもざらめ雪が確認された．道東の大

雪に焦点を当てた広域積雪調査はこれまで行

われていない．このことから，特に 2015 年

の調査結果は道東大雪時の積雪層構造の情報

を広域分布として示す最初の報告になる．

2）積雪の高さと積雪水量の関係は，既往研究に

記される知見とよく一致しており，道央と道

東には一定の差がみられた．また両者の直線

関係から導出した全層平均密度には道央と道

東の地域差が現れていた．これはその年の積

雪の特徴を表すものとして興味深い．

3）石坂（2008）による積雪地域の気候区分図と

本研究による現地観測結果に基づく区分を比

較した結果，適中率は 72% であった．この

ことから，本研究の観測結果は石坂（2008）

の気候区分を概ね支持することがわかった．

4）雪質と気象要素の関係を重回帰分析によって

調べた結果，ざらめ率，しもざらめ率，氷板

枚数を複数の気象要素で推定する経験式を得
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図 12 積雪の高さ（観測値）とアメダス積雪深との差．2014〜2018 年の 5冬期の RMS（二乗平均平方根）と

標準誤差を示し，単位は cmである．近隣アメダスに積雪深計がある 23 地点（表 1 にアスタリスク（*）

で示す地点）で求めた．



ることができた．これらの経験式は，地点・

年による雪質の違いを 60% 以上説明でき，

今後，積雪モデルの改善にも役立つものと考

えられる．

5）5 冬期の中で調査時期が最適と言えるのは，

2月下旬に 9日間で実施した 2017 年だった．

積雪の高さの代表性については，観測値とア

メダス積雪深が対応する 23 地点で検証した

結果，18 地点では概ね対応していた．調査時

期と観測地の選定には課題も残るが，毎年 2

月下旬のできるだけ短期間に，同一観測地で

の調査を続けることは，雪氷環境の変動を調

べる上で有効な取り組みと考えられる．
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Snow surveys of central and eastern Hokkaido from 2014 to 2018,

and meteorological elements affecting snow grain type

Tatsuo SHIRAKAWA1＊ and Takao KAMEDA1

1 Kitami Institute of Technology, 165 Koen-cho, Kitami, Hokkaido 090-8507

＊ Corresponding author: shirakaw@mail.kitami-it.ac.jp

Abstract: The purpose of this study is to understand the annual fluctuation in snow depth distribution

and snow grain type from the end of February to earlyMarch in central and easternHokkaido from 2014 to

2018. This paper summarizes the results of snow surveys at 32 sites (snow height, snow layer structure

and snow water equivalent) and describes the relation between grain type and meteorological elements.

During 2014 and 2018, the distribution of atmospheric pressure was dominated by a high barometric

pressure area to the west and a low barometric pressure area is to the east resulting in heavy snowfall in

central Hokkaido, with snow types mainly rounded grains and melt forms. In eastern Hokkaido, light snow

fell and the lower layer of the snow was a well-developed depth hoar. During 2015, heavy snow fell on the

Okhotsk seaside region and Konsen Plateau because of the influence of the south-coast cyclone on Japan.

During 2016 and 2017, the snow height was less than 100 cm at most observational sites. Average snow

densities for central and eastern Hokkaido were systematically different mainly because of the difference

in snow grain type, which agrees with the findings of previous studies.We also found that three variables

(granular snow ratio, depth hoar ratio and the number of ice layers) in the snow cover could be estimated

from meteorological data and can be used to improve snow model calculations.

（2018 年 8 月 22 日受付，2019年 1月 8日改稿受付，2019年 5月 10 日最終改稿受付，

2019年 5月 15 日受理，討論期限 2020 年 1 月 15 日）
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