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資料

志賀高原における光学式簡易雨滴計を用いた雨雪判別の試み
上野健一
Discrimination of rain and snow in Shiga highlands by simple laser‑type disdrometer
observation. Kenichi UENO ( Institute of Life and Environmental Sciences, University of
Tsukuba, Tenno‑dai 1‑1‑1 305‑8572, Japan. Bulletin of the Institute of Nature Education in
shiga Heights, shinshu‑University 49 :14‑15 (2012).
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点で，降水形態の影響に関する研究が行われている。

レーザーからの信号は一旦 PC に日単位で蓄積され，

山岳域でも極端な暖冬年や総観場における暖気移流
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気象官署では定時の目視観測により長期にわたる

，落下速

データに変換する。一般的に，降水粒子が降雨

方法に関しては，現在手法を開発中である。

降水形態の記録が蓄積されているが，降水システム

2011年度の冬期観測では，LDG を４台作成し，

の発達に対応した短時間の降水形態変化を把握する

12月初旬に筑波大学菅平高原実験センター，雪氷防

ことは困難である。一方で，近年，交通機関や情報

災研究センター（長岡）
，岐阜大学高山試験地，お

提供やナウキャストの目的で雨・雪・あられといっ

よび信州大学志賀自然教育研究施設に設置し，観測

た降水形態を自同判別する天気計が用いられるよう

を開始した。志賀自然教育研究施設では，研究棟屋

になってきた。これらは都市の降雪予測などにも活

上にセンサーを設置し（図１左）
，３階ベランダに

筑波大学生命環境系（〒305‑8572 茨城県つくば市天王台
１‑１‑１）

設置した観測箱内の PC へ信号を蓄積している（図
１右）
。PC へは２階のセミナー室から商用電源を

志賀高原における光学式簡易雨滴計を用いた雨雪判別の試み

配線し，PC とレーザーセンサーに電源を供給して
いる。今までの研究により，たとえば菅平高原実験
センターでは降雨を伴う低気圧の通過時に極端に雪
面が低下し，再凍結により長期間雪面高度が維持さ
れる特異的な変動が厳冬期に出現する事が明らかと
なっている（上野ほ か，2010）
。こ の よ う な Rain
on snow 現象が，比 的菅平高原からの距離が近く，
一方で積雪量が大幅に増加する志賀高原でも発現し，
その後の積雪構造変化に影響を及ぼすかどうかを明
らかにすることも，ひとつの研究目標と成っている。
菅平の乾き雪降雪ではあまり出現しなかったセンサ
ーに対する大規模な冠雪が長岡では報告されており，
多雪高山地域での安定した LDG 運用に向け測器構
造を改良することも，今回の試験観測の重要な目的
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図１．志賀自然教育研究施設に設置された光学式簡易雨滴計
左：屋上に設置したセンサー（左側）
，右：３階ベランダに設置した PC 格納箱

