日本の氷河をつくる雪

降雪のメカニズムと今後の見通し

氷河を支える
日本海側の大雪

むろどうだいら

立山黒部アルペンルートの終点、

標高２４５０ｍに位置する室堂平

のあたりは、世界でも有数の豪雪

地帯で、毎年６ｍから７ｍの積雪

おおたに

が観測されます。特に室堂平近く

ｍも積雪

の「雪の大谷」はその名の通り雪

ｍ、多い年には
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が吹き溜まりやすい地形で、平均

で年

します。春先の除雪によって出現

する「雪の大谷・雪の壁」は観光

名所として有名ですね。

立山連峰で確認されている氷河

は、室堂平のちょうど裏側で、大

谷よりもさらに積雪が多いエリア

になります。本来、氷河があるは

ずがないとされた低い緯度に日本
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氷河が教えてくれること
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氷河は、
降り積もった雪が自
らの重さで固まって氷になり、
そ れが 常に流 動 するもの。
当 然のことながら雪が降ら
なければ氷河はできない。そ
して日本の立 山 連 峰にある
氷 河は、世 界 屈 指の豪 雪 地
帯 といわれる日 本 海 側の積

の氷河が存在するのは、この圧倒

的な降雪があるからです。

なぜ日本海側の山間部には、た

くさんの雪が降るのでしょうか。

一般的に日本海側に雪が降るのは、

西高東低の冬型の気圧配置による

℃を下回るような冷たく乾

ものです。シベリア大陸にはマイ

ナス

燥した空気があります。冬型の気

圧配置になると、北西の風によっ

てこの大陸の空気が１日もしない

うちに日本海に流れます。日本海

の海面水温は真冬でも５℃から

雪 を降 らせるのです。これが「 山

し、内 陸や山 岳 部にまとまった大

昇することで継続的に雪雲が発達

山脈にぶつかって行き場を失い、上

雲が 内 陸へ進むにつれ密になり、

に及ぶ大雪にはなり ません。その

れてす ぐに通 り 過ぎるので、数ｍ

ただし平野部では、雲は風に流さ

ると沿岸平野部に雪を降らせます。

筋状の雲は、日本列島に到達す

持した積雲や積乱雲の集まりです。

雪のもととなる水分をたっぷり保

く見る筋状の雲です。筋状の雲は、

発生するのが、天気予報などでよ

いいます。この時に気団のなかで

供給されます。これを気団変質と

海 か ら 大 気 に 熱 と 水 分 （水蒸気）が

℃あるため、その温度差によって
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雪によって成り立っている。日

北アルプスを望む。
日本海側は世界有数の豪雪地帯
（撮影：川瀬宏明さん）
松江地方気象台と新潟地方気象台のHPなどを参考に編集部作成
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太平洋側
脊梁山脈

ニズムについて、気 象 庁 気 象

空っ風
雪

北西季節風

空っ風
雪や雷

30

雪型」の降雪メカニズムです。（図１）

日本の氷河をつくる雪
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積乱雲

山雪型

研 究 所の川 瀬 宏 明さんにお
聞きした。

圧倒的な降雪量がもたらす観光名所「雪の大谷・雪の壁」。毎年4月中旬から6月中旬まで
楽しめる
（撮影：川瀬宏明さん）

図1 日本海側の雪が降るしくみ
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Before

海面水温が上がると
雪は増える
冬型の気圧配置で、どれくらい

このような稀に降る記録的な大雪、

いわゆるドカ雪の主な原因は、Ｊ

Ｐ Ｃ Ｚ （日本海寒帯気団収束帯）で す。

大陸からの空気が朝鮮半島を通過

する際、高い山脈によって風が東

たくメカニズムが異なります。関

ところで太平洋側の雪は、まっ

西に二分され、それが再び合流し

い風が吹くだけで雪にはなりませ

東などでたまに大雪が降りますが、

て収束すると、日本海上に発達し

ん。日本海の水温が高く、大気と

これは南岸低気圧によるものです。

の雪が降るかを決める主な要素は、

の温度差が大きいほど多くの水蒸

南岸低気圧は、日本列島の南の海

「寒気の強さ」
「風の強さ」
「日本海

気や熱が大気に放出され、大雪の

上を西から東に移動する低気圧で、

た 積 乱 雲 の ラ イ ン （収束帯）が 形 成

可能性が高くなります。北海道よ

冬型の気圧配置が緩むタイミング

の海面水温」です。特にポイント

りも東北・北陸の降雪量が多いの

されます。それが大雪や突風、雷

は、南下するほど海面水温が高く

でやってきます。南岸低気圧はそ

となるのが海面水温です。たんに

なるのと、本州の沿岸の方が大陸

のコースなどにより雪になるか、

などの荒天をもたらすのです。

から離れている分、大気が渡って

雨が降るか、何も降らないかが決

に起こります。強い寒気がゆっく

温暖化が起きていることは、ほぼ

温室効果ガスの増加により地球

世紀末には、さらに２℃か

℃、日本では１・２℃上昇しまし

た。
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寒気が強いだけでは、乾いた冷た

くる海上面積が広く、供給される

まるので正確な予報は難しいです。

り移動することで日本海上で積

確実といわれています。この１０

日本の雪の降り方は
温暖化でどう変わるか

水分量が多くなるためです。
日本海側の平野部で大雪になる
ことがありますが、これは「里雪
型」といって、冬型の気圧配置で

雲・積乱雲が発達し、その雲が山

０年で地上気温は世界平均０・

上空の寒気が強く、風が弱いとき

に運ばれずに平野に長く留まり、
）２ 月、 福 井

74

ら４℃上がると予測されています。
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大雪を降らせます。
２ ０ １ ８ 年 （平成

で豪雪による災害が起きました。

30

将来気候と現在気候との差を色で表している
（赤が減少、青が増加）
。北海道内
陸の一部を除き降雪量は減少するが、逆に極端な大雪が増える可能性もある
（出
典：気象庁『地球温暖化予測情報 第9巻』第4章 積雪・降雪の将来予測）
積雪初期
（2018年11月27日）
→積雪後
（2019年4月22日）
写真左側のポールは同じもの。
埋もれ具合を見ると一冬でどれ
ほど雪が積もるのかがわかる
（撮影：川瀬宏明さん）

図3 年間および月降雪量の将来変化（予測／単位：cm）
2018年4月に室堂平（標高2450m）
で富山大学理学部の学生らが取り組ん
だ
「積雪断面調査（積雪深：658cm）」。
自然に積もった雪の深さや雪を水に換
算した量、雪質、黄砂、大気汚染物質な
ど地球環境を調査
（撮影：川瀬宏明さん）
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図2 室堂平（標高2450m）
と富山市の積雪・降雪量比較
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山と里では雪の降り方に違いがあるため、増減の傾向が必ずしも一致していない
（提供：川瀬宏明さん／立山室堂平は飯田肇さんの調査による）

うな影響を与えるでしょうか。気

この温暖化は、日本の雪にどのよ
るものです。

る変動する性質「自然変動」によ

すべて地球にもともと備わってい

起こりやすくなるかもしれません。

おろそかになり、雪による災害が

化による変化よりもずっと大きい

ざまですが、その変化の幅は温暖

周期、数十年周期の現象までさま

象、ラニーニャ現象のように数年

日々の変動から、エルニーニョ現

自然変動は、低気圧や高気圧の

雪の量が減ります。すると雪解け

く雨が増えると、山に蓄えられる

しかし、温暖化によって雪ではな

のダム」といわれるゆえんです。

て里に水を供給します。「雪は天然

間は水を蓄え、春先から融け出し

変化が起きます。山の雪は、冬の

また、河川を流れる水の量にも

候モデルを使ったシミュレーショ

発化します。そのため、北陸の内

のです。温暖化はもっと長いスパ

ンによる日本の雪の将来予測を気

だけを見ると、平野部は減ってい
陸の記録的な豪雪は今よりも頻発

ます。ただし、厳冬期の

～２月

的に年最大積雪深は大幅に減少し

まず、気温の上昇に伴い、全国

象庁が発表しています。

るものの、内陸や山間部はほぼ変

りなくなることも考えられます。

水を頼りにしていた里で、水が足
たちが肌で感じるのは難しいでし

ンでゆっくりと進行するので、私

逆に積雪量が増加するという予測

か増加する予測です。気温が２℃

「ある日突然雪が降らなくなる」

雪に関しても、温暖化によって

して景色を明るくする効果があり

があるように、白い雪は光を反射

ことですが、雪あかりという言葉

もう一つ、これは意外と大事な

上がった場合のシミュレーション

ということはありません。それよ

ょう。

大気中の水蒸気は、気温が０℃

％から

の雪の量は現在とほぼ変わらない

より低いと雪に、０℃より高いと

では、７ｍあった積雪が

動が大きく、また秋口や春先の積

だし、雪の多い年と少ない年の変

なくなることはないでしょう。た

に注意を払うべきでしょう。ただ

年の冬はどうなるのかということ

への対策という意味では、まず今

方の違いのほうが大きいので、雪

りも自然変動による年ごとの降り

雑に絡んでいるので、温暖化によ

自然環境はさまざまな要因が複

なる恐れもあります。

暮らす人の気分が落ち込む原因に

た雨の日ばかりになると、そこに

ます。長い冬が暗くじめじめとし

雨ではなく雪になるわけです。
現在、厳冬期にはマイナス
℃になりますから、将来的にも

し気温が４℃上昇したとしても、
まだ氷点下です。その一方で、温

特に、強い寒気により先述した

温暖化の影響だと考えてしまいが

り暖冬だったりすると、つい地球

例えばある年の夏が猛暑だった

に な る 可 能 性 が あ り ま す。 仮 に

たまに強い寒気が来て思わぬ大雪

ありますが、先に触れたように、

下ろしをしなくていいメリットは

雪は減り、雨が多くなります。雪

温暖化で日本海側の平野部の積

くことが重要だと思います。

行政を含めて皆で今から考えてお

だ場合の雪への適応策を、地域や

十年先を見据えて、温暖化が進ん

ることはできません。それでも数

化するのか、そのすべてを予測す

し、さらに私たちの生活がどう変

給されます。その結果、内陸や山
間部では雪の量が増えるのです。
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からはより多くの水分が大気に供

ＪＰＣＺが発生した場合、やはり

人々が雪が少ないことに慣れてし

月９日取材）

ちですが、人が生活しているうえ

（２０１９年

海面水温が上がれば水蒸気量は増

暖化すると海水温が上昇し、海面

％弱減る程度。氷河がただちに

雪量は著しく減少するため、総合

し、温暖化による将来的な変化を

って雪の降り方がどう変わり、そ

温がマイナス３℃でもマイナス

北海道や北陸の内陸・山間部は

的に見て氷河にどのような変化が

軽視してよいということではあり

℃でも、水分を含んだ雲があれば

℃、

起こるかはまだわかりません。

れが氷河にどのような影響を及ぼ

10

まっていると、除雪などの対策が

これからの積雪と
将来への対応
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雨になります。ここが重要で、気

が出ています。

氷河のある立山連峰も、厳冬期

すると考えられます。

After

わらず、北海道の内陸の一部では

室堂平の積雪量

ません。
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で感じる気象の変化は、基本的に

日本の氷河をつくる雪
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12
10

加するため、積乱雲がいっそう活

【降雪】
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