
岡崎山岳会 気象講習会
～冬山登山に向けて～
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NPO法人ウェザーフロンティア東海

気象予報士 上田 歳彦



今日のお話の流れ

１ ）山岳気象の基礎（前回、夏山講座のおさらい）

(1) 平地と山の天気

(2) 天気図の見方
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２） 冬山の天気と、安全に登るために

(1) 冬の天気変化のパターン

(2) 降雪時の気圧配置：里雪型、山雪型、南岸低気圧

(3) 気象情報の活用

(4) 雪崩への警戒



NPO法人ウェザーフロンティア東海

3

2月の中央アルプス稜線
雲海が素晴らしかった

雲を見るのも楽しい
～私の山行から～

11月の南アルプス稜線
レンズ雲や笠雲が出る時は
稜線で風が強いので注意
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3月の鹿島槍 天狗尾根
前夜50cmの降雪。朝も強風で雪煙が舞う。
予備日無しの2日で入山し、天狗の頭で

敗退。

3月の鹿島槍 東尾根
雪質安定しており完登

雪山は美しいが
危険も潜む
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GWの剱岳北方稜線から
チンネ（左）と池ノ谷ガリー
２日前の２０cmの降雪で
雪質を心配したが安定していた

GWの谷川連峰
割れ目が広がり、大雨や気温上昇時

はブロック雪崩の恐れあり

雪山は美しいが
危険も潜む
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２） 冬山の天気と、安全に登るために

(1) 冬の天気変化のパターン



西高東低 シベリア高気圧と発達した低気圧

(1) 冬の天気変化のパターン
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等圧線が縦縞で
混んでいる
・本州に6本

2016年1月20日
09時の天気図の例



冬型時の雲の流れ （ 2016年1月20日 09時）

・日本海に筋状の雲

・大陸から筋状の雲発生までの距離（離岸距離）が短い

方が冬型が強い



気団
変質

積乱雲の雲頂は
夏よりも低い

上空約5000mで-30～40℃：大
気が不安定に

西高東低の気圧配置での豪雪
低緯度なのに豪雪、日本列島の配置
①大陸の東岸にあって寒気が南下しやすく、寒冷な季節風が吹く
②日本海があり、対馬暖流が流れ込み、暖かく湿った空気の供給源
③季節風を受け止める脊梁山脈

抜粋：登山
者のための
最新気象学

冬型でなくても、海から湿った空気が吹き込む
風上側の山地では天気が悪い
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天気変化のパターン
基本的には下記のパターンの繰り返し

①西高東低の気圧配置
⇒②冬型ゆるむ(移動性高気圧など)
⇒③低気圧通過、発達

（日本海低気圧、南岸低気圧、
二つ玉低気圧）

⇒①西高東低の気圧配置

予想天気図（2日後）や
週間天気予想図を見て、
今後の天気サイクルを予測する

抜粋：
登山者のた
めの最新気
象学

①

②

③

①
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天気変化のパターン(2016年1月の例）
気象庁 日々の天気図

西高東低の冬型

低気圧通過、発達
（二つ玉低気圧）

冬型ゆるむ
（低気圧発生） 低気圧通過、発達 （二つ玉低気圧）

西高東低の強い冬型 北日本中心の冬型 再び冬型強まる

冬型で強弱を繰り返す ・シベリア高気圧強い：1050hPa以上
・華中・華南の移動性高気圧が無い



NPO法人ウェザーフロンティア東海

12

天気変化のパターン(2016年1月の例）
気象庁 日々の天気図
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天気変化のパターン(2016年1月の例）
気象庁 日々の天気図

西高東低の冬型

南岸低気圧による
太平洋側の降雪

冬型ゆるむ

低気圧通過、発達
（二つ玉低気圧）

再び冬型強まる

西高東低の強い冬型 冬型ゆるむ 移動性高気圧

低気圧発生、接近

（南岸低気圧） 北日本は冬型

冬型がゆるむパターン 華中・華南の高気圧が移動
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天気変化のパターン(2016年1月の例）
気象庁 日々の天気図



気圧配置 北ア北部、上越、
白山など日本海側の山

北ア南部、中
ア

南ア、八ヶ岳、
関東山地

①西高東低 暴風雪
：風、雪は上空の
寒気の程度による

：日本海に小低気圧があ
る場合は一時的に好天
（疑似好天）になるので注
意

暴風雪（寒気
が弱い場合は
長続きはしな
い）

概ね晴天だが暴風

但し寒気の南下が
激しい場合は風雪

②移動性高気圧 晴天だが普通長続きし
ない：高気圧が南に偏
り等圧線が縦縞だと風
雪

晴天

③低気圧通過、発達
・日本海低気圧
・南岸低気圧
・二つ玉低気圧
（深い気圧の谷で
激しい気象現象）

暴風雪

・低気圧の発達度合い
に注意
・南岸低気圧の場合は

大きな崩れは無い場
合もある

暴風雪

・低気圧の発達度
合いに注意

・南岸低気圧など
南からの暖湿流が
強い場合は大雪に
なることもある

NPO法人ウェザーフロンティア東海
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天気変化のパターンと各山岳の天気
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里雪型 日本海に小低気圧または等圧線が袋状

2010/2/4 2/5日本海側の平野部中心に大雪

気象庁
日々の天気図

２）降雪時の気圧配置：里雪型、山雪型、南岸低気圧
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里雪型 日本海に小低気圧または等圧線が袋状

2010/2/4 2/5

・風が収束する領域に帯状雲
・脊梁山脈は降水量比較的少ない
南寄りの風の時には 雪雲が消え、晴天が広がることがある

疑似好天⇒数時間後には等圧線が縦縞となり北西の暴風雪！
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風の収束(ぶつかる)

日本海寒気団収束帯(JPCZ) (上昇気流発生)

13.12.28 12時半の気象衛星画像

白頭山
(2744m)

白頭山の両側を回り込んだ風が日本海で
ぶつかり合って上昇→雪雲が沢山できる
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山雪型 日本海の等圧線が縦縞

2010/2/6 2/7

日本海側の平野部の大雪は収まり、
脊梁山脈は暴風雪

西日本は移動性高気圧に覆われる
東日本、北日本は冬型

気象庁
日々の天気図
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2010/2/6 2/7

・日本海の帯状雲は無くなる
・脊梁山脈の日本海側全体に
降水

日本海側の降雪も東北以北
だけになり小康状態に

山雪型

500hPa 上空約5200ｍの
-36℃の寒気が北陸まで
南下

-36℃

-30℃
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南岸低気圧による太平洋側の山の大雪 2014/2/15 9時

気象庁



気象情報の活用
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HBC(北海道放送局)の専門天気図HP

http://www.hbc.co.jp/pro-weather/

種類 分かること 備考

850hPa天気図
(上空約1500m)

下層の暖湿気、風、
前線の位置

前線解析
大雨の可能性を知る

700hPa天気図
(上空約3000m)

中層の湿気、風
上昇気流・下降気流

中部山岳稜線の気象状
況そのもの

500hPa天気図
(上空約5500m)

気圧の谷、リッジ
上空寒気、前線帯

非常に重要
報道でもよく出てくる

300hPa天気図
(上空約1万m)

ジェット気流
上空の流れが低気圧や
前線の活動を左右する

◆高層天気図の活用
①上空の気圧の谷や寒気 ⇒悪天の兆候
②下層の暖かく湿った空気⇒悪天の兆候 大気が不安定

http://www.hbc.co.jp/pro-weather/
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５００ｈPaでその時期の地上の平均気温よりも３５度以上低温の
寒気が接近すると悪天（大雨、雷、突風、大雪）となることが多い
：平均的な気温減率（６．５度／1000m)よりも低温に相当する
５００ｈＰａ≒５０００ｍ⇒6.5x5000÷1000＝32度

富士山頂の気温と御前崎（または静岡市）の気温差が２５°以上だと
雷の恐れが高いのも同じ理由
３７７６ｍ⇒6.5x3800÷1000＝24.7度

天気 季節 ５００ｈＰａの気温

ドカ雪の目安 １２月～３月 －３６℃以下 2
大雪の目安 １２月～３月 －３０℃以下 2

ＧＷ －２４℃以下 14
９月下旬～１０月上旬 －１５℃～－１８℃以下 19

梅雨期 －９℃～－１２℃以下 23
雷雨 夏季 －６℃以下 26

猪熊隆之氏（メテオテックラボ）による

高層の寒気による悪天の目安

低気圧発達による大荒れ

（参考）富山の
平均気温　℃

（株ヤマテン）による



３）気象情報の活用
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天気予報の種類 内容

短期予報
予報発表時から明後日までの風、天気、気温、降水確率等の
予報 (毎日5時、11時、17時に発表)

週間予報 発表日翌日から７日先の天気、気温等の予報 (毎日11時)

季節予報

１か月予報 翌週から向こう１か月の気温、降水量等の予報 (毎週木曜日)

３か月予報 翌月から向こう３か月の気温、降水量等の予報 (毎月25日頃)

暖候期予報 ６月から８月までの気温、降水量などの予報 (毎年2月25日頃)

寒候期予報 12月から２月までの気温、降水量など予報 (毎年9月25日頃)

各種の天気予報を使い分けてご活用ください

http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
http://www.jma.go.jp/jp/week/
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/000_1_00.html
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/000_1_10.html
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/000_1_20.html
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気象庁
短期予報（2日後まで）

・山の風上側の天気が
参考になる

・お天気マークだけで
は細かい天気の移り
変わり分からない
⇒予報文を確認
しましよう
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気象庁
週間天気予報

・日本海側と太平洋側の
天気の比較

：右図では西高東低で
日本海側が天気悪い

・山の風上側の天気が
参考になる

冬
型

信頼度 A>B>C



気象庁 「気象情報」
大荒れの時に発令される
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気象情報
http://www.jma.go.jp/jp/kis
hojoho/

警報や注意報に先だって
注意を呼び掛けたり、警報
や注意報の内容を補完

暴風雪と高波に関する全般気象情報 第４号平成２８年１２月２日０４
時３８分 気象庁予報部発表
（見出し）
強い冬型の気圧配置が続くため、２日夜にかけて北日本を中心に雪
を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風、
猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、高波に警戒してください。
（本文）
［気圧配置の現況と予想］ 急速に発達中の低気圧がオホーツク海
に進み、日本付近は北日本を中心に強い冬型の気圧配置となってい
ます。２日は、低気圧がさらに発達し、北日本の上空約５５００メート
ルには氷点下３６度以下の強い寒気が流入する見込みです。
［防災事項］＜暴風・暴風雪・高波＞ 北日本では２日夜にかけて雪
を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけと なるでしょう。北陸地方
では２日昼前まで大しけとなる見込みです。 ２日に予想される最大風
速（最大瞬間風速）は、 北海道地方 陸上 ２０メートル（３５メート
ル） 海上 ２５メートル（３５メートル） 東北地方陸上 １８メートル
（３０メートル） 海上 ２３メートル（３５メートル） ２日に予想される波
の高さは、 北海道地方、東北地方、北陸地方 ６メートルです。
暴風、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、高波に警戒してくださ
い。＜大雪・なだれ＞ 北日本では、日本海側を中心に雪が降り、２
日夜にかけて大雪となる所があるでしょう。 ３日６時までの２４時間
に予想される降雪量は、多い所で 北海道地方 ４０センチ です。
大雪による交通障害、なだれに注意してください。
［補足事項］ 地元の気象台が発表する警報や注意報、気象情報に
留意してください。 次の「暴風雪と高波に関する全般気象情報」は、
２日１７時ころに発表する予定です。

http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/


１）週間天気予報の解説
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２）1ヶ月予報の解説１）週間天気予報の解説

ウェザーフロンティア東海所属の
気象予報士 大矢氏のブログ
http://ameblo.jp/oyamano-kenki/



◆日本山岳会 雪山天気予報（特定期間）
北アルプスエリアおよび八ヶ岳エリアを対象に、正月前後（12/22～1/21とゴールデンウィーク

前後とに気象予報士による天気予報の配信 http://jac.or.jp/info/cat128/cat455/post-921.html

◆ヤマテンの山の天気予報
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ヤマテン
http://yamatenki.co.jp/

http://jac.or.jp/info/cat128/cat455/post-921.html
http://yamatenki.co.jp/


猪熊隆之さんの書籍ご紹介
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『山岳気象大全』『山の天気リス
クマネジメント』

かなり詳しい
中上級者向け

分かりやすい
初心者向け

ウェザーフロンティア東海

『山の天気に
だまされるな！』
山行計画、行動の指針が
参考になります



161129浄土山雪崩事故・速報 ：日本雪崩ネットワーク
●事故データ●
日付： 2016年11月29日 時刻： 8時30分頃
概略： 立山連峰の室堂と一ノ越の間、浄土山の北東斜面で雪崩が発生し、登山中の6人パーティの内
3人が雪崩に巻き込まれ埋没。仲間による捜索救助活動が行われ、その後、山岳警備隊によって搬送
が行われたが、内1人が病院にて死亡（窒息）が確認された。
●雪崩データ●
種 類： 面発生乾雪表層雪崩（ウインドスラブ）
規 模： サイズ2 （流下距離140m）
破断面： 幅12m、厚さ20-100cm前後、斜度35度
弱 層： こしもざらめ雪（1-2mm）およびあられ、

厚さ1cm

滑り面： 融解凍結層（11月27日夜のミゾレで
形成し埋没） 。

４）雪崩への警戒
2016/11/29立山連峰 浄土山雪崩事故 ：大学生による雪上訓練中の事故

31
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NPO法人日本雪崩ネットワーク
http://www.nadare.jp/
・基本講座 （雪崩のメカニズム、回避の行動など）

http://www.nadare.jp/basic/

・雪崩情報 （立山、白馬、谷川エリアのリスク情報）
http://www.nadare.jp/avalanche-info/

・雪の掲示版（各積雪エリアの積雪情報）
http://www.nadare.jp/avalanche-info/bbs/

・メーリングリスト（雪崩情報のメール配信）
http://www.nadare.jp/register-ml/

・雪崩情報の例
雪崩災害があった2016/11/29 立山の情報
（中略）
行動への助言

特定の地形で雪崩コンディションが高い状態が続いています。特に、北
～東に面し、風の影響を受けた雪が堆積し、地形が積雪を支えない斜
面は、たとえ小さくとも避けるようにしてください。そのような場所では、
積雪表層にはウインドスラブがあり、中層には取扱厄介な持続型の弱
層が埋もれています。本日も視界が悪い状態ですので、自分の上方に
存在しうる大きな発生区からの自然発生雪崩の可能性を十分に考え
た行動をお願いします。

http://www.nadare.jp/
http://www.nadare.jp/basic/
http://www.nadare.jp/avalanche-info/
http://www.nadare.jp/avalanche-info/bbs/
http://www.nadare.jp/register-ml/
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気象庁
ホーム>積雪情報リンク
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/snow/linksnow.html



NPO法人 ウェザーフロンティア 東海
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入山後の雪崩リスク低減
経験が浅い人でも判断しやすい下記項目がポイント

１）急激な気象変化時（直前の降雪や当日の昇温など）は
安全のマージンを大きく取る

２）雪崩地形、地形の罠（雪崩れた雪が集まる沢筋）を避ける

３）雪質のチェック

４）グループ行動のマネージメントで被災者分散
（危険地帯に複数名入らないなど）



まとめ 気象遭難を防ぐために：リーダーの役割

NPO法人ウェザーフロンティア東海
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◆出発前の確認

１．入山する登山ルート上で予想される難易度、危険を想定
・登高差、行動時間、森林限界、ルート難易度、積雪量
⇒参加メンバーが対応力があるか？

２．低気圧が発達するかどうか？ 冬型がいつまで続くか？
⇒予報天気図（２日予報、週間予報）、「気象情報」発令は？
・上空の強い寒気 ・南からの暖かく湿った空気

３．天候悪化やアクシデントの際の引き返しﾎﾟｲﾝﾄとﾀｲﾑﾘﾐｯﾄ、
ｴｽｹｰﾌﾟﾙｰﾄの想定⇒計画書に記載する
引き返しﾎﾟｲﾝﾄ
：雪崩ﾘｽｸ地帯、森林限界、尾根や稜線、
ｴｽｹｰﾌﾟﾙｰﾄの分岐点
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◆入山後の状況判断
１．空を見て雲や大気の様子（湿り具合、風向・風速）を観察

２．予想天気図、天気予報と実際の違い：想定内かどうか？
ネットや山小屋で天気予報などを確認

３．行動中、命を守る行動、メンバーへの目配り、声かけ。
① 身体を濡らさない 下着、手袋、靴下
② 防風対策をする
③ こまめにエネルギー補給する

４．現場での状況変化、トラブル等に対応して適切な安全行動
（引き返しポイントでの行動続行判断、エスケープ、
余裕を持ったビバーグ）

まとめ 気象遭難を防ぐために：リーダーの役割



ご清聴、ありがとうございました。

問い合わせ等あれば、上田
ueda24@bronze.ocn.ne.jp まで
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