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論 文

新潟県における年最大積雪深および

積雪期間の長期変動解析

柴 田 有 貴1＊，河 島 克 久2，鈴 木 博 人3

要 旨

新潟県内の平野部から山間部にいたる広範囲を解析対象として，地上観測データを用いて積雪深お

よび積雪期間の長期変動解析を行った．この解析のため，気象庁のみならず自治体，消防署，鉄道な

どの日単位の積雪深データを収集し，新潟県内 17 地点における 1941/42 年冬季から 2012/13 年冬季

までの 72 年分の長期連続データを整備した．このデータセットに対して一次回帰分析と Mann-

Kendall 検定を適用し，年最大積雪深と積雪期間のトレンドの検定（有意水準 5%）を行った．その結

果，上記 72 年間において年最大積雪深は標高 30m未満で有意な減少傾向がみられ（10 年当たりの減

少量 2.3〜12.8 cm），それ以上の標高では有意性は認められなかった．降水量及び気温の長期変動と比

較することにより，標高 30m 未満における減少傾向には，冬季降水量の減少と冬季平均気温の上昇

の両方が関係していることが明らかになった．一方，積雪期間については，少なくとも標高 350m以

下の標高では縮小傾向にあり（10 年当たりの縮小日数 1.7〜7.5 日），特に積雪終日が有意に早まって

いる地点が多くみられた．積雪期間の縮小傾向の主要な原因は地点によって異なると考えられるが，

標高 30m未満の地点では，3月の平均気温の上昇による消耗期の早まりと融雪量の増加に加えて，2

月の平均気温の上昇による堆積期の積雪量の減少が特に大きく関係しているものと推測される．
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1． はじめに

積雪の変動，すなわち積雪量，積雪域面積，積

雪期間などの変動は，人間生活や産業活動のみな

らず気候システムや生態系にも大きな影響を及ぼ

す．例えば，人間生活においては，積雪量の増大

は雪崩災害や除雪作業中の事故など，様々な雪氷

災害を増加させる要因に多くの場合なり得る（佐

藤，2009）．産業活動の面では，積雪量の減少は，

スイスのように水力発電の依存度が高い国では電

力供給への影響が懸念される（Beniston, 1997）と

ともに，スキーに代表されるウィンターツーリズ

ムの営業可能日数の減少をもたらし地域経済を疲

弊させる原因になり得る（畑中ら，2006）．一方，

気候システムについては，雪氷圏の中で最も広大

な面積を持つ季節的積雪域の変動は，snow-

albedo feedbackを介して地球規模の気候に影響

を与えると考えられており（例えばGroisman et al.,

1994），実際に近年 Brown and Robinson（2011）

は北半球中緯度において春の積雪域の面積（snow

cover extent）と気温偏差との間に有意な負の相

関が認められることを示している．さらに，積雪
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は動植物に対して水分・養分供給源となるととも

に，その断熱効果や捕食者からの保護効果などを

通して生態系と深く関わっている（Jones et al.,

2001）．

近年の積雪変動に関する研究では，衛星データ

を用いて広大な（例えば半球規模）積雪域面積の

変動を扱うものが多くみられる（例えば Brown

and Robinson, 2011）．衛星観測データの活用は，

地球規模の気候と積雪との関係を議論する上で極

めて有用かつ重要であるが，衛星観測の歴史はま

だ浅く，そのデータ蓄積は 50 年に満たないという

弱点がある．また，積雪には大きな局地性が認め

られる場合があるが，同一地域であっても標高や

地形条件などのわずかな違いによる積雪変動の相

違を衛星データから調べることは難しい．このよ

うな衛星データの弱点を補完する上で地上観測

データの意義は大きい．特に地上観測によって得

られた積雪深データには，100 年を超える蓄積を

有するものもある．また，100 年に満たないにし

ろ，様々な機関がそれぞれのニーズに応じて観測

ネットワークを古くから構築しているケースも少

なくない．これらの地上観測データを収集・整備

することで，研究対象とする範囲は衛星観測に比

べて広くないものの，より詳細な積雪変動の解析

が可能になるものと考えられる．実際に海外では，

スイスアルプス，スウェーデン北部，スペインピレ

ネー山脈，アンデス山脈（チリ・アルゼンチン），

中国，アメリカオワイヒー山脈などにおいて，複

数地点の地上観測による積雪深データ（または積

雪水量データ）を用いて，過去 40 年から 90 年に及

ぶ長期変動解析が成されている（Beniston, 1997；

Kohler et al., 2006；López-Moreno and Vicente-

Serrano, 2007；Masiokas et al., 2010；Nayak et al.,

2010；Ma andQin, 2012；Marty andMeister, 2012）．

本研究では，地上観測データを用いて新潟県に

おける積雪の長期変動解析を行う．新潟県は世界

有数の豪雪地であり，しかも冬季平均気温が 0℃

前後の温暖積雪地域であるため，わずかな気温の

変動が積雪の変動に大きく影響すると考えられ

る．実際にNakamura and Shimizu（1995）は，長

岡（標高 97m）における年最大積雪深と冬季平均

気温に負の相関があり，冬季平均気温の上昇に

伴って年最大積雪深は急激に減少することを示し

ている．同様な関係は塩沢（標高 191m）や十日

町（標高 200m）でも確認されている（飯倉ら，

1997；Takeuchi et al.，2008）．一方で鈴木（2006）

は，県内 10 地点およびその周辺 4 地点を対象に

Mann-Kendall 検定を用いたトレンド検定を行

い，1927〜2005 年における年降雪深，年最大積雪

深及び年最大日降雪深が有意な減少傾向にあるこ

とを示した．

新潟県の積雪変動に関しては上記のような先行

研究があるものの，これらは解析対象の地点数が

少なく，特に山間部の観測点があまり含まれてい

ない．また，積雪深や降雪深以外の解析を行った

事例がほとんどない．そこで本研究では，現存す

る新潟県内の積雪深データの調査・収集を行い，

先行研究よりも解析地点数を増やして新潟県内の

平野部から山間部までを広く網羅した長期変動解

析を行うことを目的とした．この解析では，年最

大積雪深に加えて積雪期間も解析対象とすること

とした．また，新潟県における積雪の長期変動の

実態や特徴を明らかにするため，本研究では標高

による積雪変動の相違に着目して解析を進めた．

2． 観測データの収集・整備

新潟県内の平野部から山間部までの年最大積雪

深および積雪期間の長期変動を明らかにするため

には，県内の広範囲にわたる長期データが必要で

ある．しかし，長期間にわたって降積雪の観測を

行い，そのデータを公開している観測点は，気象

官署を除くとほとんどない．そこで本研究では，

公開・未公開にかかわらず，現存する積雪深デー

タの調査・収集を行い，年最大積雪深と積雪期間

について長期連続データセットの作成を試みた．

2．1 資料の収集

積雪深の過去データは，Web上で公開されて

いるもの，冊子体として発行されているもの，観

測機関に観測原簿等の状態で保管されているもの

など，様々な状態で現存している．Web上で公

開されているものとしては，気象庁の地域気象観

測システム（アメダス），自治体（上越市，十日町

市，妙高市など）の近年の観測データ（過去 10 年

程度）などがある．一方，冊子体として公開され

ている資料は表 1 に示すように，「新潟県気象累

年報」，「新潟県気象報告」，「農林気象」，「新潟県
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農業気象月報」，「新潟県気象月報」，「新潟県積雪

表」，「豪雪地松代の気象」，「東頚の雪」，「積雪観

測記録」，「新潟県降積雪及び気温調査報告書」が

存在しており，本研究ではこれらを全て収集した．

これらの冊子体資料に加えて，今回はこれまで未

公開であった資料（観測原簿も含む）の提供を自

治体や消防署などに依頼し入手した．さらに，鉄

道（国鉄・JR）において冬季の列車運行の確保を

目的に行われている積雪深観測データも解析に用

いた．この鉄道の観測データの詳細については鈴

木（2006）に述べられている．

この結果，合計 257 地点の観測データが得られ

た．その観測地点は新潟県内に広く分布してお

り，図 1 に示した標高別地点数より，これまで解

析がほとんど行われていない標高 200m 以上の

地点も多く含まれていることが分かる．なお，本

研究では日単位の積雪深データの収集を基本とし

たが，中には統計処理された年単位データ（年最

大積雪深，累積積雪量，積雪初終日など）しか残っ

ていない場合もあった．そのような観測データ

も，本解析に有要な情報が含まれているものにつ

いては収集した．

2．2 メタデータの整備

収集した資料について，位置情報（住所，緯度

経度，標高）や観測時刻，観測方法などのメタデー

タを確認・精査した．資料内に位置情報が記載し

てあるものは住所や緯度経度の確認を行い，旧住

所表記から新住所表記へ，日本測地系から世界測

地系へなど，必要に応じて修正した．記載のない

ものや詳細情報が不明なものは，観測施設名など

の情報をもとに地図検索や観測機関への聞き取り

調査を行うことによって位置を特定した．観測時

刻については，全ての公開資料に時刻が明記され

ていたが，自治体等から提供された未公開の資料

には観測時刻が不明のものがあり，これについて

は観測機関に問い合わせて明らかにした．なお，

ほとんどの観測時刻は午前 9時であるが，一部に

午前 8時観測（上越市吉川区観測データ，鉄道観

測データ），午前 8 時 30 分観測（鉄道観測デー

タ），午前 10時観測（「新潟県気象累年報」及び

「新潟県積雪表」に掲載されているデータ）のデー

タがみられた．
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表 1 収集した公開されている資料とその発行者および観測データの収録期間．

図 1 観測データを入手した観測地点の標高別

地点数．



2．3 長期連続データセットの作成

収集した観測データの観測期間と位置情報を整

理した結果，1 つの資料だけで長期間の連続デー

タを得ることは難しいが，異なる資料の中に同一

もしくはごく近傍の観測地点が含まれていること

があり，それらを組み合わせれば年最大積雪深と

積雪期間について長期連続データセットを整備で

きる場合があることが分った．たとえば，下関観

測点（関川村）については，関小学校で観測され

たデータが 1940/41 年から 1949/50 年までは「新

潟県気象累年報」に，1950/51 年から 1952/53 年

までは「新潟県積雪表」に，1953/54 年から 1969/

70 年までは「農林気象」に，1970/71 年から 1980/

81 年までは「新潟県農業気象月報」に，1981/82

年から 1999/2000 年までは「新潟県気象月報」に

それぞれ公開されている．冊子体として残されて

いない 2000/01 年以降については，アメダス下関

のデータを用いることで 1941/42 年から現在まで

同一地点の連続データを整備することができる．

一方，小出（魚沼市）では，下関観測点と異な

り現在まで至る同一地点での長期観測データはな

いが，1940/41 年から 1969/70 年までは新潟県蚕

業試験場で観測が行われており，そのデータは「新

潟県気象累年報」，「新潟県積雪表」，「農林気象」

に掲載されている．その後，1970/71 年から 1999/

2000 年までは「新潟県農業気象月報」と「新潟県

気象月報」に小出消防署（現魚沼市消防本部，

1973 年に移転）における観測データが公開されて

いる．さらに，2000/01 年以降，現在までについ

てはアメダス小出（小出消防署で観測）の観測デー

タを用いることができる．このようにして，半径

500m の円内に位置する 3 地点（標高差 10m 以

内）の観測データをつなげることで 1940/41 年以

降の長期データを整備することが可能である．

以上のような検討の結果，複数点で長期連続

データセットを作成することができた．なお，上

にあげた小出のように観測場所が途中で変化する

場合，移動距離，標高差，周辺地形等を吟味する

とともに，伊豫部ら（2007，2012）が明らかにし

た新潟県の詳細積雪分布の特徴などを考慮した上

で長期連続データの構築に使用した．また，観測

時刻についても 2．2節に示したように必ずしも全

ての観測点で 9時というわけではないが，高々 1

時間の差であるため長期連続データを作成する上

で特別な補正はしていない．なお，アメダスデー

タを使用する場合には午前 9時の値を抽出して用

いることとした．

3． 長期変動解析

3．1 年最大積雪深および積雪期間の定義

本研究で作成した年最大積雪深と積雪期間の長

期連続データセットは，日単位もしくは年単位の

データに基づいている．このため，年最大積雪深

は一積雪期間の積雪深の最大値を指し，日単位の

積雪深データから求められる．一方，積雪期間は，

その冬に初めて積雪のあった日（積雪初日）から

最後に積雪のあった日（積雪終日）までの期間（日

数）を本研究では意味する．積雪初日から終日ま

での期間内に積雪の無い日が存在する場合もある

が，この無積雪日も含めて積雪期間と定義する．

なお，アメダスデータを用いた年については，午

前 9時に積雪があった場合にその日に積雪があっ

たとし，午前 9時に積雪がなかった場合にはその

日に積雪がなかったとして積雪初日と終日を求

め，積雪期間を計算した．

3．2 解析期間および解析地点

2．3節に示した長期連続データセットは，観測

地点によりその期間が異なる．現在からさかの

ぼって期間を長くとればとるほど，観測データの

そろっている地点数は減少する．たとえば，1885/

86〜2012/13 年の期間では 1 地点（新潟）でしか

観測データがそろわないが，1921/22〜2012/13 年

では 7地点（新潟，相川，柏崎，高田，長岡，小千

谷，小出）の連続データを得ることができる．本

研究では，長期間かつ平野部から山間部までの多

地点の変動を明らかにすることが目的であるた

め，17 地点（新潟，直江津，相川，柏崎，村上，

三条，高田，長岡（緑町），長岡（城内町），下関，

小千谷，小出，十日町，入広瀬，湯沢（神立），湯

沢（湯沢），妙高高原）の観測データが使用できる

1941/42〜2012/13 年の 72 年間を解析対象とす

る．この 17 地点の観測位置を図 2 に，また解析

期間内における観測場所と標高の推移及び観測

データの出典を表 2 にそれぞれ示す．なお，積雪

期間に関しては，17 地点のうち直江津，村上，三

条，長岡（城内町），湯沢（湯沢），妙高高原の 6地
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点において途中の観測データが得られなかったた

め，11 地点の解析となった．

3．3 解析方法

気象・水文時系列データのトレンド検定には，

一次回帰分析とMann-Kendall 検定のどちらかも

しくは両方が用いられることが多い（例えば，徐

ら，2002；Onoz and Bayazit, 2003；鈴木，2006；

西澤，2008；篠崎ら，2008；Nayak et al., 2010；

Endo, 2011）．一次回帰分析では，時系列データ

の回帰直線を求め，「その傾きが 0である」という

帰無仮説が設定された有意水準で t 検定により棄

却された場合に｢有意な傾向がある｣とみなされ

る．t 検定は，母集団が正規分布をしていること

が前提のパラメトリック検定である．これに対し

て，もう一つのトレンド解析手法である Mann-

Kendall 検定は，母集団の分布の前提を必要とし

ないノンパラメトリック検定であり，時系列の始

まりや終わり付近に他の観測値から大きく外れた

値がある場合でもその影響を受けにくいという特

徴がある（松山・谷本，2005）．Mann-Kendall 検

定では，「時系列データに傾向はない」という帰無

仮説を検定統計量を用いて検定し，これが設定さ

れた有意水準で棄却されれば｢時系列データの

傾向は統計的に有意である｣となる．

本研究では，年最大積雪深と積雪期間の時系列

データに対して上記 2種類の検定方法を適用し，

有意水準 5%のもとで両者とも有意性が認められ

たものについて｢有意な傾向がある｣と判断し

た．有意な傾向があったものについては，10 年あ

たりの変化量を長期変化傾向と定義し，一次回帰

分析によって得られた回帰直線の傾きを示した．

また，表および図中に示す長期変化傾向には，一

次回帰分析から求めた 95% の信頼区間における

標準誤差を±で付記した（表 3，4 および図 8，9，

10）．本研究では年最大積雪深と積雪期間の他に

気温や降水量についてもトレンドの検定を行う場

合があるが，全て上記と同じ方法を用いている．

なお，Mann-Kendall 検定については，松山・谷本

（2005）のプログラムを参考にした．

4． 解析結果

4．1 年最大積雪深

各地点の年最大積雪深の長期変動を図 3 に示

す．17 地点のうち，新潟，直江津，相川，村上，

三条，高田，長岡（緑町）で有意な減少傾向がみ

られ，それ以外では有意性は認められなかった．

これより，例外（柏崎）はあるものの，年最大積

雪深は 30m 未満の標高で有意な減少傾向にある

ことが分った．有意性が認められた 7地点の長期

変化傾向と年最大積雪深の平均および 10 年当り

の変化率（年最大積雪深の平均値に対する長期変

化傾向の割合）を表 3 に示す．これら 7地点の長

期変化傾向は−2.3〜−12.8 cm/10 年であった．

長期変化傾向と年最大積雪深の平均との関係を調

べたところ，図 4 に示したように積雪の多い地点

ほど長期変化傾向の値が大きいことが分った．ま

た，各地点の 10 年当りの変化率は全て−10%程

度であることから，年最大積雪深は 10 年あたり

およそ 1割減少していると言える．

4．2 積雪期間

各地点の積雪期間の長期変動を図 5 に示す．新

潟，相川，柏崎，高田，長岡（緑町），下関，小千

谷，小出，十日町，入広瀬，湯沢（神立）のうち，

十日町を除くすべての地点で積雪期間の有意な縮

小傾向がみられた．このことから，新潟県では少

なくとも 350m 程度よりも標高が低い地点では

積雪期間が短くなっていることが分った．有意性

が認められた地点の長期変化傾向を表 4 に示す．

これら 10 地点の長期変化傾向は−1.7〜−7.5 日
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図 2 解析に用いた地点の分布．



雪氷 78 巻 5 号（2016）柴 田 有 貴，他296

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

新　潟

観測
場所

新潟地方気象台（1941～ 1943年新潟地方気象台，1944～ 1945年新潟測候所，1946～ 1948年新潟管区気象台）
（標高2m）

※
１

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

直江津

観測
場所

直江津駅
（標高4m）

出典 国鉄・JR東日本資料

相　川

観測
場所

相川測候所（2007年から相川特別地域気象観測所）
（標高24m）

相川測候所移転
（標高5m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

柏　崎

観測
場所

柏崎農業高校
（標高7m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

三　条

観測
場所

三条実業高校
（標高11m） ※2 三条市消防本部移転（標高9m） ※

３

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業

気象月報 消防年報

村　上

観測
場所

村上駅
（標高9m）

出典 国鉄・JR東日本資料

高　田

観測
場所

高田測候所（2007年から高田特別地域気象観測所）
（標高13m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

長　岡
（緑町）

観測
場所

新潟県農業試験場
（標高22m）

長岡気象通報所
（標高22m）

長岡市水道局
（標高23m）

長岡市河川公園
（標高23m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

長　岡
（城内町）

観測
場所

長岡駅
（標高30m）

出典 国鉄・JR東日本資料

下　関

観測
場所

関小学校
（標高33m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

小千谷

観測
場所

観測場所の変更はないが観測機関は新潟県桑樹試験場（～1949年） ，農林省蚕糸試験場（1949年～1987年，1978年から農林水産省），
農林水産省北陸農業試験場（1988～ 1995年），小千谷市（1996～ 2012年）と推移（標高63m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県降積雪及び

気温調査報告書 小千谷市提供

小　出

観測
場所

新潟県蚕業試験場
（標高92m） ※４ 小出郷消防本部移転（標高98m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

十日町

観測
場所

林業試験場十日町試験地
（標高200m）

小泉集団栽培組合
（標高170m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

入広瀬

観測
場所

入広瀬中学校
（標高235m）

豪雪山村総合開発センター（2003年入広瀬会館と改称）
（標高230m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

湯　沢
（神立）

観測
場所

湯沢中学校
（標高343m）

湯沢砂防工事事務所
（標高343m）

長岡国道事務所湯沢維持出張所
（標高340m）

出典 新潟県気象累年報 新潟県
積雪表 農林気象 新潟県農業気象月報 新潟県気象月報 気象庁ホームページ

湯　沢
（湯沢）

観測
場所

越後湯沢駅
（標高358m）

出典 国鉄・JR東日本資料

妙　高
高　原

観測
場所

妙高高原駅
（標高507m）

出典 国鉄・JR東日本資料

※1　新潟地方気象台移転（標高4m）　　※2　三条市消防本部（標高9m）　　※3　三条市消防署南分遣所（標高9m）　　※4　小出郷消防本部（2004年魚沼市消防本部と改称，標高98m）

表 2 解析地点の観測場所と標高の推移（上段）および観測データの出典（下段）．



/10 年であった．積雪期間の縮小傾向をより詳細

に分析するため，積雪初日と終日のそれぞれにつ

いてもトレンドの検定を行った．その結果，11 地

点のうち新潟，相川，高田，長岡（緑町），小出，

湯沢（神立）の 6地点で積雪初日の遅れが有意で

あり，新潟，相川，柏崎，高田，長岡（緑町），下

関，小千谷，小出，湯沢（神立）の 9地点で積雪終

日の早まりが有意であった．表 4 に有意性が認め

られた地点の積雪初日および終日の長期変化傾向

を示す．それぞれの長期変化傾向は，積雪初日が

1.6〜3.7 日/10 年，積雪終日が−1.5〜−3.5 日/10

年であり，両者とも積雪期間の縮小傾向をもたら

していることが明らかになった．

5． 考察

4章の解析結果から，1941/42〜2012/13 年冬季

の 72 年間において，年最大積雪深には標高 30m

未満で有意な減少傾向がみられ，それ以上の標高

では有意性は認められないことが分った．一方，

積雪期間については，少なくとも標高 350m以下
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図 3 年最大積雪深の長期変動．グラフ内の直線は回帰直線，地点名横の括弧内の数値は標高を表す．横軸の

1941 は 1941/42 年冬季を意味する．なお，グラフを見やすくするため，積雪深が小さい新潟，直江津，相川，

柏崎，三条，村上では縦軸の目盛を変えている．



の標高では縮小傾向にあり，特に積雪終日が有意

に早まっていることが明らかになった．本章では

これらの結果と冬季の降水量や冬季あるいは積雪

期の気温の変動がどのように関係しているかを考

察する．なお，本研究における冬季は 12〜2 月を

意味する．これは，多くの年・地点の年最大積雪

深が 12〜2 月に出現するため，年最大積雪深のト

レンドと冬季気象との関係を論じる上でこの期間

が適していると考えたからである．

5．1 長期間の降水量および気温データ

新潟県において，1941 年以降の降水量・気温

データを有している地点は極めて限られる．そこ

で，ここではまず新潟県における降水量・気温の

長期データを調査した．その結果，上記 72 年間

について利用可能な降水量・気温データは次の通

りであることが分かった．

（1）冬季降水量

新潟県内の気象官署である新潟地方気象台，高

田測候所，相川測候所（2007 年から高田と相川の

両測候所は特別地域気象観測所へ移行），および

森林総合研究所十日町試験において長期降水量

データが取得されており，本章の解析に用いるこ

とが可能である．

（2）冬季平均気温

冬季平均気温を求めるためには，12〜2 月の月

平均気温のデータが必要であるが，72 年間にわた

る月平均気温が得られているのは新潟，高田，相

川の 3気象官署のみである．しかし，上記期間の

月平均最高・最低気温であれば合計 7 地点でデー

タが存在していることが分かった．すなわち，ア

メダスデータと表 1 に示した「農林気象」および

「農業気象月報」に公開されている観測データに

加えて，中央気象台（現気象庁）が 1916〜1965 年

の毎年の月平均最高気温および最低気温をまとめ

た「気温報告（全 8 巻）」を用いることで，新潟（4

m），相川（5m），柏崎（7m），高田（13m），長岡

（23m），安塚（126m），十日町（200m）の合計 7

地点における 1941〜2013 年の月平均最高・最低

気温のデータを得ることができる．本研究では，

沿岸平野部の 3気象官署だけでなく，山間部も含

んだできるだけ多地点の気温を用いた解析が望ま

しい．そこで，この月平均最高・最低気温のデー

タを用いて，まず各地点の月平均最高・最低気温

の平均値を算出した．次に得られた月ごとの平均

値から毎年の冬季平均値を地点ごとに求めた．こ

こではこのようにして求めた月平均最高・最低気

温平均値の冬季平均のことを便宜上，冬季平均気
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表 3 有意な減少傾向がみられた地点の標高と長期変化傾向，年最大積雪深

の平均値および 10 年当りの変化率．

図 4 年最大積雪深の平均と長期変化傾向の関係．

グラフ内の直線は回帰直線，R2 は決定係数で

ある．
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図 5 積雪期間（各地点左図）と積雪初日（各地点右図下）および積雪終日（各地点右図上）の長期変動．グラフ

内の直線は回帰直線，地点名横の括弧内の数値は標高を表す．横軸の 1941 は 1941/42 年冬季を意味する．

相川では 2006/07 年冬季は積雪がなかったため，積雪初日および終日のグラフが途切れている．また，下関

の 1967/68 年冬季は積雪初日のデータが欠測しているため，積雪期間と積雪初日のグラフが途切れている．

表 4 各地点の標高と積雪期間，積雪初日および積雪終日の長期変化傾向．



温と呼び，解析に用いることとした．なお，竹内

（2010）による森林総合研究所十日町試験のデー

タを用いた解析では，1時間ごとの気温から求め

た平均気温に比べて，日最高・最低気温を平均し

た値は年平均で 0.5℃，冬季平均で 0.4℃高いとさ

れている．したがって，本章で示す冬季平均気温

は，厳密に求めた冬季平均気温よりも若干高い可

能性があることに注意しなければならない．

5．2 年最大積雪深のトレンドと冬季の降水量・

平均気温の変動

標高約 30m を境に年最大積雪深の減少傾向の

有無が分かれたことから，降水量は新潟，高田，

相川の平均値を標高 30m 未満の冬季降水量の代

表値として，十日町のデータを標高 30m 以上の

冬季降水量の代表値としてそれぞれ用いることと

した．一方，気温については，新潟，相川，柏崎，

高田，長岡の平均を標高 30m 未満の冬季平均気

温，安塚，十日町の平均を標高 30m 以上の冬季

平均気温とした．

年最大積雪深と冬季降水量，冬季平均気温との

相関図をそれぞれ図 6，図 7 に示す．17 地点すべ

てにおいて，年最大積雪深と冬季降水量は有意水
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図 6 冬季降水量と年最大積雪深の関係．グラフ内の直線は回帰直線，Rは相関係数である．



準 5%で正の相関が有意であり，冬季平均気温と

は負の相関が有意であった．すなわち，冬季降水

量が多い年や冬季平均気温が低い年は年最大積雪

深も大きく，逆に冬季降水量が少ない年や冬季平

均気温が高い年は年最大積雪深が小さくなる．

次に，冬季降水量と冬季平均気温のトレンドの

検定を行った．標高 30m 未満と標高 30m 以上

の冬季降水量，冬季平均気温の長期変動をそれぞ

れ図 8，図 9 に示す．トレンド検定の結果，標高

30m 未満では冬季降水量に有意な減少傾向，冬

季平均気温に有意な上昇傾向がみられたのに対

し，標高 30m 以上ではどちらにも有意性は認め

られなかった．前述のように年最大積雪深と冬季

降水量・冬季平均気温との間に有意な相関がある

ことを加味すると，標高 30m 未満における年最

大積雪深の減少傾向には，冬季降水量の減少傾向

と冬季平均気温の上昇傾向の両方が関係している

と判断できる．また，Matsuo et al.（1981）の研究

によると，降水が固体降水（雪）になるか雨にな

るかは地上気温と相対湿度に依存しており，地上

気温が 0〜約 4.5℃の範囲では相対湿度に依存し

て降水は雪，みぞれ，雨の形態をとり得るが，こ
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図 7 冬季平均気温と年最大積雪深の関係．グラフ内の直線は回帰直線，Rは相関係数である．



の範囲以下の気温ではほとんどのケースで雪，こ

の範囲以上の気温ではほとんどのケースで雨とな

る．標高 30m 未満の冬季平均気温は 0〜6℃の範

囲で変動しており，この範囲で気温が上昇した場

合，降水形態が雨となる頻度が増すことは明らか

であるので，標高 30m 未満では年最大積雪深の

変動は気温の変動に敏感に反応すると言える．

一方，標高 30m 以上では，冬季降水量と冬季

平均気温のどちらにも有意な変化傾向がみられて

おらず，その結果，年最大積雪深にも有意な減少

傾向が現れていないと解釈できる．しかし，標高

30m 以上の地点でも年最大積雪深と冬季降水

量・冬季平均気温との相関が有意であることから，

今後冬季降水量の有意な減少や，冬季平均気温の

有意な上昇がみられた場合，年最大積雪深の減少

を引き起こす可能性があると考えられる．

5．3 積雪期間の縮小傾向と積雪期の月平均気温

との関係

積雪期間の縮小傾向には積雪期の気温上昇が関

係している可能性が考えられる．そこで，積雪期

に当たる 11 月から 4 月までの各月の平均気温と

積雪期間との関係を調べた．なお，ここでは月平

均最高・最低気温の平均値のことを便宜上，月平

均気温と呼ぶこととする．この月平均気温におい

ても，新潟，相川，柏崎，高田，長岡の平均値を

標高 30m 未満の地点の代表値として，安塚と十

日町の平均値を標高 30m 以上の地点の代表値と

してそれぞれ解析に用いる．

積雪期間と 11〜4 月の月平均気温の相関係数を

表 5 に示す．全地点において，11 月を除いたほぼ

すべての月の平均気温と負の相関が有意水準 5%

で有意であり，積雪期の気温が積雪期間の変動に

関係していることが分かった．しかし，最も相関

が高い月は地点によって異なり，柏崎・高田の 2

地点では 12 月，小千谷・十日町・湯沢の 3地点で

は 2月，新潟・相川・長岡・下関・小出・入広瀬の

6 地点では 3 月であった．つまり，気温に関して

は，積雪期間の変動に最も大きな影響を及ぼす月
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図 9 標高 30m未満の冬季平均気温（左図）と標高 30m以上の冬季平均気温（右図）の長期変動．グラフ

内の直線は回帰直線，Mean は 1941/42〜2012/13 年の冬季平均気温の平均，Trend は長期変化傾向

である．横軸の 1941 は 1941/42 年冬季を意味する．

図 8 標高 30m未満の冬季降水量（左図）と標高 30m以上の冬季降水量（右図）の長期変動．グラフ内の直線は

回帰直線，Trend は長期変化傾向である．横軸の 1941 は 1941/42 年冬季を意味する．



は一様ではなく，地点によって異なると言える．

月ごとの相関係数の特徴を表 5 に示した年最大

積雪深の平均と照らし合わせてみてみると，まず

年最大積雪深の平均が 40cm 以下の新潟と相川

では 12 月と 3 月の相関係数が大きいことから，

積雪期間には積雪初日と終日が出現する月の気温

が特に大きく関係していることが分かる．次に，

年最大積雪深の平均が 70〜100 cm の柏崎と下関

では，12 月，2月，3月の相関係数がほぼ同等に大

きく，積雪初日と終日の出現月に加えて，降雪頻

度が高い 2月の気温も積雪期間に大きな影響を及

ぼすことが分かる．年最大積雪深の平均が 120

cm を上回る残りの 7 地点では，相関係数が特に

大きい月は 2月と 3月である（ただし，高田だけ

は 12 月及び 1月の相関係数も同等に大きい）．こ

の 7地点では積雪終日が 4月以降になる年が多い

ので，3 月は必ずしも積雪終日の出現月とは言え

ず，むしろ積雪の消耗期（融雪期）の気温が積雪

期間に大きく関係していると捉えた方が妥当であ

ろう．また，2 月は多くの場合，積雪の堆積期で

あり，2 月の平均気温の高低は堆積期の積雪量に

大きな影響を及ぼすので，2 月の気温の違いによ

る積雪量の多寡が積雪終日に関係していると捉え

ることができる．

次に，11〜4 月の月平均気温のトレンドの検定

を行った結果，図 10 に示すように標高 30m未満

では 11 月，1月，2月，3月の平均気温に有意な上

昇傾向がみられたが，標高 30m 以上では全ての

月で有意性は認められなかった．このトレンド検

定の結果を加味すると，積雪期間の縮小傾向と月

平均気温の関係は次のように整理される．まず，

年最大積雪深の小さい新潟・相川（標高 30m 未

満）においては，3 月の平均気温の上昇傾向に伴

う消耗期の早まりや融雪量の増加が積雪終日の早

まりをもたらし，それが積雪期間の縮小傾向に特

に大きく関係していると考えられる．しかし，新

潟と相川の積雪終日は主に 3月上旬〜中旬である

ので，大気と積雪の相互作用を考えると，積雪終

日の早まりが 3月の平均気温の上昇傾向をもたら

していると捉えることもでき，積雪終日の早まり

と 3月の気温上昇は相互に関係しあっている可能

性が高い．一方，年最大積雪深が新潟・相川より

も大きい残りの 9 地点のうち，標高 30m 未満の

柏崎・高田・長岡の 3地点については，堆積期で

ある 2月と消耗期である 3月の両方の平均気温の

上昇傾向が積雪期間の縮小傾向に特に大きく関係

していると考えられる．この場合，2 月の平均気

温の上昇傾向は，降雪頻度の低下や融雪などの影
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表 5 積雪期間と月平均気温（11〜4 月）の相関係数および年最大積雪深の平均．*は相関係数が有意水準 5%

で有意であることを，二重アンダーラインは負の相関が最も強い月を，一重アンダーラインは負の相関

が 2番目に強い月をそれぞれ示す．



響によって堆積期の積雪量に減少傾向をもたら

し，それが積雪終日の早まりにつながっていると

推測される．また，3 月の気温上昇については，

柏崎・高田・長岡の積雪終日は主に 3 月中旬〜4

月中旬であるので，消耗期の早まりや融雪量の増

加によって積雪終日の早まりがもたらされている

と解釈できる．これに対して標高 30m 以上の下

関・小千谷・小出・十日町・入広瀬・湯沢の 6地点

では，2 月と 3 月の平均気温は積雪期間に大きく

関係しているものの，両月の平均気温に有意な上

昇傾向はなく，積雪期間の縮小傾向に顕著な影響

を及ぼしているとは言えない．積雪期間は，本節

で考察した月平均気温のみならず，初雪から終雪

までの間の総降雪量と総融雪量，初雪や終雪が出

現する時期の気温と降水量などにも依存すると考

えられるので，標高 30m 以上の地点において積

雪期間が縮小傾向にある原因を明らかにするため

には，これらの複数の要因を検討する必要がある．

6． まとめ

本研究では，新潟県内の平野部から山間部にい

たる広範囲の年最大積雪深と積雪期間の長期変動

を明らかにすることを目的として，自治体，消防

署，鉄道などの降積雪データ（合計 257 地点）の

収集及びメタデータの整備を行った．さらに，異

なる資料でも同一もしくはごく近傍の観測地点が

含まれていることがあることから，それらをつな

ぎ合わせることで長期連続データセットを作成し

た．このデータセットに対して一次回帰分析と

Mann-Kendall 検定を適用し，年最大積雪深と積

雪期間のトレンドの検定（ともに有意水準 5%）

を行った．

その結果，上記 72 年間において年最大積雪深

は標高 30m 未満で有意な減少傾向がみられ，そ

れ以上の標高では有意性は認められず，統計的に

減少しているとは言えないことが分った．降水量

及び気温の長期変動と比較することにより，標高

30m 未満における減少傾向には，冬季降水量の

減少と冬季平均気温の上昇の両方が関係している

ことが明らかになった．一方，積雪期間について

は，少なくとも標高 350m以下の標高では縮小傾

向にあり，特に積雪終日が有意に早まっている地

雪氷 78 巻 5 号（2016）柴 田 有 貴，他304

図 10 有意な上昇傾向が認められた標高 30m未満の月平均気温（11 月，1月，2月，3月）の長期変動．グ

ラフ内の直線は回帰直線，Mean は 1941/42〜2012/13 年の冬季平均気温の平均，Trend は長期変化

傾向である．横軸の 1941 は 1941/42 年冬季を意味する．



点が多くみられた．積雪期間の縮小傾向の主要な

原因は地点によって異なると考えられるが，標高

30m未満の地点では，3月の平均気温の上昇によ

る消耗期の早まりと融雪量の増加に加えて，2 月

の平均気温の上昇による堆積期の積雪量の減少が

特に大きく関係しているものと推測される．以上

のように年最大積雪深と積雪期間とでは，トレン

ドの有無と標高の関係に違いが認められたが，こ

れは両者の変動に大きな影響を及ぼす要因が異な

るためであると考えられる．
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Long-term variations and trends in the annual maximum snow depth

and snow cover duration in Niigata Prefecture
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Abstract: Long-term variations and trends in the annual maximum snow depth and snow cover duration

were analyzed for Niigata Prefecture between the winters of 1941/42 and 2012/13.Analysis was conducted

on daily snow depth data from 17 snow observation sites, ranging in altitude from 4m to 507m, and both

the simple linear regression analysis and the Mann-Kendall test were utilized as means to detect trends.

Statistical significance of the trend in this study was evaluated at a level of significance of 5%. The results

showed that the annual maximum snow depth is on a decreasing trend in the plain area, which has an

altitude of 30m or less, while no significant trend is seen in the mountainous area. The rates of decrease

range from 2.3 to 12.8 cm every 10 years. It is considered that decreases in winter precipitation and rises in

winter temperature are likely to be related to the decreasing trend in the annual maximum snow depth. In

addition, a decreasing trend in the snow cover duration was observed at the stations analyzed in this study,

which have an altitude of 350m or less; rates of decrease range from 1.7 to 7.5 days every 10 years. In the

plain area at an altitude of 30m or less, this decreasing trend is believed to be primarily due to the

significant increase in air temperature in February and March.

（2015 年 1 月 8 日受付，2015 年 11 月 30 日改稿受付，2016 年 7 月 19 日最終改稿受付，

2016 年 7 月 28 日受理，討論期限 2017 年 3 月 15 日）

雪氷 78 巻 5 号（2016）柴 田 有 貴，他306


	BGW78501_PH
	BGW78502_MG
	BGW78503_02
	BGW78504_03
	BGW78505_06
	BGW78506_08
	BGW78507_01
	BGW78508_04
	BGW78509_07
	BGW78510_05
	BGW78511_SY
	BGW78512_SI
	BGW78513_NT
	BGW78514_NY
	BGW78515_GY
	BGW78516_HE
	BGW78517_PR
	BGW78518_ME
	BGW78599_OK

