第 2 章 気候変動



• 長野県の気温は，100 年あたり 1 〜 2 ℃の割合で上昇している．
• 長野県の降水量に関して，統計的に有意な長期的変化傾向は見られない．
• 長野県の積雪量に関して，統計的に有意な長期的変化傾向は見られない．
• 長野県の降雪量に関して，統計的に有意な長期的変化傾向は見られない．
• 長野県の日照時間は，観測測器の変更に伴う統計切断があるため、長期的変化傾向の解析は難
しい．

• 長野県の風速は，観測測器の変更に伴う統計切断があるため、長期的変化傾向の解析は難しい．
• 長野県の相対湿度は，
「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」で 100 年あたり 4 〜 11% の割合で減少
しているが，「軽井沢」では統計的に有意な長期的変化傾向は見られない．

• 長野県の水蒸気圧は，
「軽井沢」で 100 年あたり 1.181hPa の割合で増加しているが，
「長野」
，
「松
本」，
「飯田」
，「諏訪」では統計的に有意な長期的変化傾向は見られない．



2.1
2.1.1



気温
世界の平均気温の変化傾向

2015 年は 1891〜2015 年の期間では最も気温が高かった（図 2.1）．世界の年平均気温（陸域における地
表付近の気温と海面水温の平均）の記録が更新されるのは，2014 年に続いて 2 年連続である．世界の年平
均気温は 0.71（℃/100 年）の割合で上昇していた．全体として気温は上昇傾向だが，細かく見ると 1891〜

1910 年の期間は低下傾向，1910〜1940 年の期間は上昇傾向，1940〜1980 年の期間は横ばい，1980〜2000
年の期間は上昇傾向，2000〜2010 年は横ばい，2010 年以降は上昇傾向であった．これは，温室効果ガス濃
度の上昇に伴う温暖化と，数年から数十年の規模で気温の上昇と低下を繰り返す内部変動が重なった結果
と考えられる．2000〜2010 年の横ばいはハイエイタス（地球温暖化の停滞）と呼ばれており，2014, 2015
年の急激な気温の上昇はハイエイタスの終焉を意味する結果となるのかどうか今後の動向が注目される．

2.1.2

日本の平均気温の変化傾向

2015 年は 1898〜2015 年の期間では 1990 年，2004 年，1998 年に次いで，4 番目に気温が高かった（図
2.2）．日本の年平均気温は 1.16（℃/100 年）の割合で上昇していた．全体として気温は上昇傾向だが，細
かく見ると 1900〜1910 年の期間は低下傾向，1910〜1920 年の期間は上昇傾向，1920〜1940 年の期間は横
ばい，1940〜1960 年の期間は上昇傾向，1960〜1980 年は低下傾向，1980〜2000 年は上昇傾向，2000 年以
降は横ばいであった．これも，世界の平均気温と同様に，人為的な温暖化と自然の内部変動が重なった結果
と考えられる．
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図 2.1: 世界平均の年平均気温偏差の経年変化（1891 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平均気温の基準値
からの偏差．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．直線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）
．
（出典：気候変動監視レポート 2015）

図 2.2: 国内 15 観測地点で平均した年平均気温偏差の経年変化（1898 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均気温の基準値からの偏差．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．直線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準

1%以下で有意）．（出典：気候変動監視レポート 2015）
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2.1.3

長野県の気温の変化傾向

① 長期的な年平均気温の変化傾向
気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年平均気温を解析して，長期的
な変化傾向を調べた．
「長野」では，2015 年の年平均気温は 12.8 ℃で平年値に比べて 0.67 ℃高く，1889〜2015 年の期間では

1990 年に次いで 2 番目に高かった（図 2.3）．「長野」で観測された年平均気温の 1889 〜 2015 年の変化率
は，1.15 （℃/100 年）の上昇傾向だった．
「松本」では，2015 年の年平均気温は 12.7 ℃で平年値に比べて

0.92 ℃高く，1898 〜 2015 年の期間では 2004 年に次いで 2 番目に高かった（図 2.4）．「松本」で観測され
た年平均気温の 1898 〜 2015 年の変化率は，1.91 （℃/100 年）の上昇傾向だった．「飯田」では，2015 年
の年平均気温は 13.4 ℃で平年値に比べて 0.65 ℃高く，1898 〜 2015 年の期間では 1998 年，2004 年，1990
年に次いで，4 番目に高かった（図 2.5）．
「飯田」で観測された年平均気温の 1898 〜 2015 年の変化率は，

1.29 （℃/100 年）の上昇傾向だった．「諏訪」では，2015 年の年平均気温は 11.9 ℃で平年値に比べて 0.82
℃高く，1945 〜 2015 年の期間では 1998 年，2004 年に次いで，3 番目に高かった（図 2.6）．「諏訪」で観
測された年平均気温の 1945 〜 2015 年の変化率は，2.29 （℃/100 年）の上昇傾向だった．「軽井沢」では，

2015 年の年平均気温は 9.0 ℃で平年値に比べて 0.81 ℃高く，1925 〜 2015 年の期間では 1998 年，2004 年，
2010 年に次いで，4 番目に高かった（図 2.7）．「軽井沢」で観測された年平均気温の 1925 〜 2015 年の変化
率は，1.54 （℃/100 年）の上昇傾向だった．
なお，
「松本」
，
「飯田」
，
「軽井沢」では移転があったが，グラフの値は移転の影響を取り除くための補正
をした値である．解析対象とした 5 地点の長期的な変化傾向は，全ての地点が有意水準 1%以下で有意だっ
た．どの地点も全体として気温は上昇傾向であるが，細かく見ると 1890 〜 1910 年の期間は低下傾向，1910
〜 1940 年の期間は横ばい，1940 〜 1960 年の期間は上昇傾向，1960 〜 1980 年の期間は低下傾向，1980 〜

2000 年の期間は上昇傾向，2000 年以降はほぼ横ばいであった．これも，世界の平均気温と同様に，人為的
な温暖化と自然の内部変動が重なった結果と考えられる．

図 2.3: 長野地方気象台の年平均気温の経年変化（1889 〜 2015 年）．細線（灰色）
：各年の年平均気温．太
線（青）：5 年移動平均．太線（赤）：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．
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図 2.4: 松本特別地域気象観測所の年平均気温の経年変化（1898 〜 2015 年）．細線（灰色）
：各年の年平均
気温．太線（青）：5 年移動平均．太線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．細線（紫）：
移転（統計は接続）．

図 2.5: 飯田特別地域気象観測所の年平均気温の経年変化（1898 〜 2015 年）．細線（灰色）
：各年の年平均
気温．太線（青）：5 年移動平均．太線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．細線（紫）：
移転（統計は接続）．
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図 2.6: 諏訪特別地域気象観測所の年平均気温の経年変化（1945 〜 2015 年）．細線（灰色）
：各年の年平均
気温．太線（青）：5 年移動平均．太線（赤）：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．

図 2.7: 軽井沢特別地域気象観測所の年平均気温の経年変化（1925 〜 2015 年）．細線（灰色）
：各年の年平
均気温．太線（青）
：5 年移動平均．太線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）
．細線（紫）
：
移転（統計は接続）．
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② 気温変化率の空間分布
長野県内の気象庁の各観測地点における年間および月別の平均気温を解析して，1979 〜 2015 年の気温変
化率の空間分布を調べた．気温変化率の解析対象期間を 1979 年以降とした理由は，アメダスによる気温の
観測は早い箇所で 1976 年から行われているが，大部分の観測地点で正常値を取得できるようになったのが

1979 年だからである．
年平均気温は，
「野沢温泉」を除く全ての地点で上昇傾向だった（表 2.1）
．年平均気温の変化率が大きい
方から 3 箇所の値を見ると，
「南信濃」で 4.59 （℃/100 年）
，
「木曽福島」で 3.85 （℃/100 年）
，
「軽井沢」
で 3.83 （℃/100 年）だった．ただし，
「南信濃」は 2001 年 11 月 9 日に移転している．各地点の変化傾向
の有意性を検定した結果，これら 3 地点を含む 13 地点が有意水準 1%以下で有意だった．年平均気温が有
意水準 1%以下で有意な上昇傾向を示している地点は，長野県中部に比較的多かった（図 2.8）．
一方，年平均気温の変化率が小さい方から 3 箇所の値を見ると，
「野沢温泉」で− 0.80 （℃/100 年）
，
「信
州新町」で 0.22 （℃/100 年）
，
「菅平」で 1.31 （℃/100 年）だった．ただし，
「野沢温泉」は 2007 年 12 月

19 日に，「信州新町」は 1990 年 11 月 21 日にそれぞれ移転している．これら 3 地点に「開田高原」を加え
た 4 地点だけが，年平均気温の変化傾向が有意水準 10%でも有意ではなかった．なお，長野県内で 1979 〜

2015 年の期間に移転した観測地点は 7 地点あるが，いずれにおいても気象観測統計指針で定められた平年
値の補正を求める条件の範囲内であり，統計は接続している．

1 〜 12 月の月平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率の空間分布図に着目すると，7 月，9 月，10 月は全体
的に気温変化率が大きかった（図 2.9，表 2.1）．有意水準 1%以下で有意に月平均気温が上昇している観測
地点の数は，7 月が 16 地点で最も多く，次いで 10 月が 9 地点，9 月が 4 地点だった．一方，1 月，4 月，12
月は全体的に月平均気温の変化率が小さく，変化率が負の観測地点も数点あった．これらの月と 11 月は月
平均気温の変化率が有意な観測地点がほとんどなかった．各月の平均気温の変化率の分布の特徴として，長
野県の中部の変化率が北部や南部に比べてやや大きい月もあったが，観測地点ごとのばらつきが大きく一
貫性のある結果ではなかった．これは，長野県の地形が複雑であることや，各観測地点のデータにはその場
所の周辺環境の特徴が反映されていることなどが考えられる．
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表 2.1: 気象庁の各観測地点における年間と月別の平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率．変化率の算出には，
正常値と準正常値のみを使用．
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図 2.8: 気象庁の各観測地点における年平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率の空間分布．変化率の算出には，
正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有意．□印は有
意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転なし．小さい印は

1979 〜 2015 年の期間に移転あり．
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図 2.9: 気象庁の各観測地点における各月の月平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率の空間分布．変化率の算
出には，正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有意．
□印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転なし．小
さい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転あり．
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③ 気温変化率の標高依存性
長野県内の気象庁の各観測地点における年間および月別の平均気温を解析して，1979 〜 2015 年の気温変
化率の標高依存性（標高 313 〜 1350m の範囲）を調べた．1979 〜 2015 年の気温変化率は，標高が 100m
上昇するにつれて 0.05 （℃/100 年）の割合で低下傾向を示した（図 2.10，表 2.2）
．ただし，気温変化率と
標高の間の相関係数は− 0.12 であり，統計的に有意ではなかった．1979 〜 2015 年の間に移転している観
測地点を除いた上で，各観測地点における気温の 1979 〜 2015 年の変化率と標高の関係を評価すると，気
温変化率は標高が 100m 上昇するにつれて 0.11 （℃/100 年）の割合で低下傾向を示した．この場合も気温
変化率と標高の間の相関係数は− 0.35 であり，統計的に有意ではなかった．有意ではないが，標高が高く
なるに従い経年的な気温の変化率が小さくなる傾向が示された．この傾向の原因として，都市化の影響が考
えられる．すなわち，標高の低い観測地点の多くは，市街地の中や市街地に隣接した場所に位置するため，
経年的な気温の上昇には気候変動だけでなく都市化によるヒートアイランドも寄与していると考えられる．

1979 〜 2015 年の間に移転している観測地点を除いた上で，月別の 1979 〜 2015 年の気温変化率の標高依
存性に着目すると，1 月，5 月，6 月，9 月，10 月は，気温変化率と標高の間に有意水準 5%以下で有意な負
の相関があり，標高が 100m 上昇するにつれて気温変化率が 0.12 〜 0.19 （℃/100 年）の割合で低下傾向を
示した（図 2.11，表 2.2）
．また，12 月も気温の経年的な変化率と標高の間に有意水準 10%以下で有意な負
の相関があり，標高が 100m 上昇するにつれて気温変化率が 0.14 （℃/100 年）の割合で低下傾向を示した．
表 2.2: 年間と月別の標高 100m 上昇に対する 1979 〜 2015 年の気温変化率の変化，および，1979 〜 2015
年の気温変化率と標高の間の相関係数．
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図 2.10: 気象庁の各観測地点における年平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率と標高の関係．変化率の算出
には，正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有意．□
印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転なし．小さ
い印は 1979 〜 2015 年の期間に移転あり．
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図 2.11: 気象庁の各観測地点における各月の月平均気温の 1979 〜 2015 年の変化率と標高の関係．変化率
の算出には，正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有
意．□印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転なし．
小さい印は 1979 〜 2015 年の期間に移転あり．
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2.2
2.2.1

降水量
世界の年降水量の変化傾向

2015 年の世界の年降水量（世界各地の陸上の観測所で観測された降水量から計算）は，13 年ぶりに 1981
〜 2010 年の平均値に比べて 30mm 以上少ない年となった（図 2.12）
．年降水量の変化を細かく見ると，1900
〜 1920 年の期間は増加，1920 〜 1940 年の期間は減少，1940 〜 1955 年の期間は増加，1955 〜 1970 年の
期間は減少，1970 〜 2000 年の期間は横ばい，2000 年以降は増加であった．なお，世界全体の降水量の長
期的な変化傾向は求めていない．この理由は 2 つあり，1 つ目は本レポートの世界全体の降水量には地球表
面積の約 7 割を占める海上における降水量が含まれていないため，2 つ目は統計期間初期の観測データ数が
少なく相対的に誤差幅が大きいためである．

図 2.12: 世界平均の年降水量偏差の経年変化（1901 〜 2015 年）
．棒グラフ：各年の年降水量の基準値から
の偏差を領域平均した値（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）
．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．（出典：
気候変動監視レポート 2015）

2.2.2

日本の年降水量の変化傾向

2015 年の日本の年降水量は 6 年連続で平年値に比べて多い年となった（図 2.13）．日本の年降水量は年々
変動が大きく，長期変化に関して統計的に有意な変化傾向は見られなかった．年降水量の変化を細かく見
ると，1900 〜 1920 年の期間と 1950 〜 1960 年の期間，および 2010 年以降は，降水量が多い期間となって
いた．なお，日本の年平均気温は国内 15 地点の平均で算出されているのに対し，日本の年降水量は国内 51
地点の平均で算出されている理由は，降水量が気温に比べて地点による変動が大きいからである．
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図 2.13: 国内 51 観測地点で平均した年降水量偏差の経年変化（1898 〜 2015 年）
．棒グラフ：各年の年降水
量の基準値からの偏差を領域平均した値（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）
．太線（青）
：偏差の 5 年移
動平均．（出典：気候変動監視レポート 2015）

2.2.3

長野県の降水量の変化傾向

① 長期的な年降水量の変化傾向
気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年降水量を解析して，長期的な
変化傾向を調べた．
「長野」では，2015 年の年降水量は 1057.5mm で，平年値に比べて 124.8mm 多かった（図 2.14）．「松
本」では，2015 年の年降水量は 1127.0mm で，平年値に比べて 96.0mm 多かった（図 2.15）
．「飯田」では，

2015 年の年降水量は 1921.5mm で，平年値に比べて 310.0 （mm）多かった（図 2.16）．「諏訪」では，2015
年の年降水量は 1306.5mm で，平年値に比べて 25.5mm 多かった（図 2.17）
．「軽井沢」では，2015 年の年降
水量は 1178.0mm で，平年値に比べて 63.7mm 少なかった（図 2.18）
．なお，
「松本」
，
「飯田」
，
「軽井沢」で
は移転があったが，統計は接続している．解析対象とした 5 地点の長期的な変化傾向は，全ての地点で統計
的に有意ではなかった．各地点の年降水量の変化を細かく見ると，全体的な傾向として，1900 〜 1940 年の
期間は減少，1940 〜 1955 年の期間は増加，1955 〜 1970 年の期間は減少，1970 年以降は横ばいであった．
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図 2.14: 長野地方気象台の年降水量偏差の経年変化（1889 〜 2015 年）
．棒グラフ：年降水量偏差（基準値
以下は黄色，基準値以上は緑）．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．

図 2.15: 松本特別地域気象観測所の年降水量偏差の経年変化（1898 〜 2015 年）
．棒グラフ：年降水量偏差
（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）
．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．

60

図 2.16: 飯田特別地域気象観測所の年降水量偏差の経年変化（1898 〜 2015 年）
．棒グラフ：年降水量偏差
（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）
．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．

図 2.17: 諏訪特別地域気象観測所の年降水量偏差の経年変化（1945 〜 2015 年）
．棒グラフ：年降水量偏差
（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．
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図 2.18: 軽井沢特別地域気象観測所の年降水量偏差の経年変化（1925 〜 2015 年）
．棒グラフ：年降水量偏差
（基準値以下は黄色，基準値以上は緑）
．太線（青）
：偏差の 5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．
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② 降水量変化率の空間分布
長野県内の気象庁の各観測地点における年間および月別の降水量を解析して，1993 〜 2015 年の降水量変
化率の空間分布を調べた．降水量変化率の解析対象期間を 1993 年以降とした理由は，アメダスによる気温
の観測は早い箇所で 1976 年から行われているが，標高の高い「宮田高原」や「御嶽山」においては，1992
年以前の年降水量の観測値はほとんどが正常値ではないからである．
長野県内の気象庁の各観測地点における年降水量の 1993 〜 2015 年の変化率は，全体的に増加傾向の地
点が多いが，「信濃町」以外は全て統計的に有意な変化ではなかった（図 2.19，表 2.3）．「信濃町」の年降
水量は，有意水準 10%以下で有意な増加傾向を示しており，1993 〜 2015 年の変化率は 989 （mm/100 年）
であった．
「信濃町」は，観測場所を 1998 年 7 月 22 年に移転しているが，気象観測統計指針で定められた
平年値の補正を求める条件の範囲内であり，統計は接続している．

1 〜 12 月の月降水量の 1993 〜 2015 年の変化率の空間分布図に着目すると，月毎に空間的特徴は大きく
異なり，変化傾向が有意でない地点が多いものの 1 月，5 月，9 月は減少傾向の観測地点が大半を占め，4
月，10 月，12 月は増加傾向の観測地点が大半を占めた（図 2.20）．
有意水準 10 ％以下で有意な変化を示している観測地点が 5 地点以上ある月は，2 月，3 月，4 月，10 月，

12 月だった（表 2.3）．2 月は「諏訪」付近を境にして南側の地域で月降水量が増加傾向にあり，この地域
では「御嶽山」を除く全ての観測地点において有意水準 10%以下で有意に月降水量が増加していた．また，
長野県の中部においても 2 月の月降水量は全体的に増加傾向で，
「松本」
，
「東御」
，
「軽井沢」の 3 地点では
有意水準 10%以下で有意に月降水量が増加していた．
一方，長野県の北部においては 2 月の月降水量はあまり変化しておらず，
「野沢温泉」では有意水準 1%以
下で有意に減少していた．3 月の月降水量の変化率の空間分布も 2 月と類似していたが，2 月ほど有意な変
化傾向を示した観測地点は多くなかった．4 月は有意水準 10%以下で有意に月降水量が増加している観測
地点が長野盆地周辺に 5 地点あり，特に，「信州新町」と「聖高原」は有意水準 5%以下で有意に月降水量
が増加していた．10 月は有意水準 10%以下で有意に月降水量が増加している観測地点が木曽地方と伊那地
方に計 5 地点あり，特に，「御嶽山」と「杉島」は有意水準 5%以下で有意に月降水量が増加していた．12
月は有意水準 10%以下で有意に月降水量が増加している観測地点が「松本」付近よりも北側の地域に 10 地
点あり，特に，
「信濃町」
，
「飯山」
，
「小谷」
，
「大町」
，
「菅平」
，
「上高地」は有意水準 5%以下で有意に月降水
量が増加していた．
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表 2.3: 気象庁の各観測地点における年間と月別の降水量の 1993 〜 2015 年の変化率．変化率の算出には，
正常値と準正常値のみを使用．
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図 2.19: 気象庁の各観測地点における年降水量の 1993 〜 2015 年の変化率の空間分布．変化率の算出には，
正常値と準正常値のみを使用．□印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1993 〜

2015 年の期間に移転なし．小さい印は 1993 〜 2015 年の期間に移転あり．
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図 2.20: 気象庁の各観測地点における各月の月降水量の 1993 〜 2015 年の変化率の空間分布．変化率の算出
には，正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有意．□
印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1993 〜 2015 年の期間に移転なし．小さ
い印は 1993 〜 2015 年の期間に移転あり．
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③ 降水量変化率の標高依存性
長野県内の気象庁の各観測地点における年間および月別の降水量を解析して，1993 〜 2015 年の降水量変
化率の標高依存性（標高 313 〜 2195m の範囲）を調べた．

1993 〜 2015 年の年降水量の変化率は，標高が 100m 上昇するにつれて 68 （mm/100 年）の割合で減少
しており，年降水量の変化率と標高の間の相関係数は− 0.46 で，有意水準 1%以下で有意な負の相関を示し
た（図 2.21，表 2.4）．1993 〜 2015 年の間に移転している観測地点を除いた上で，各観測地点における年
降水量の 1993 〜 2015 年の変化率と標高の関係を評価すると，年降水量の変化率は標高が 100m 上昇する
につれて 62 （mm/100 年）の割合で減少しており，年降水量の変化率と標高の間の相関係数は− 0.53 で，
有意水準 1%以下で有意な負の相関を示した．年降水量の変化率が負の観測地点は，移転している「野沢温
泉」を除くと，全て標高 1000m 以上の観測地点であった．

1 〜 12 月の各月の月降水量の 1993 〜 2015 年の変化率と標高の関係に着目すると，1 月，5 月，6 月，9
月，11 月は月降水量の変化率と標高の間に有意水準 1%以下で有意な負の相関があり，7 月と 10 月は月降
水量の変化率と標高の間に，それぞれ有意水準 5%以下と 10%以下で有意な正の相関があった（図 2.22，表

2.4）．特に，9 月の月降水量の変化率は標高が 100m 上昇するにつれて 37 （mm/100 年）の割合で減少し
ており，年降水量の変化率と標高の間の相関係数は− 0.79 で非常に高い負の相関を示した．一方，前項で
述べた通り，月降水量の 1993 〜 2015 年の変化率が有意水準 10 ％以下で有意な変化を示している観測地点
が 5 地点以上ある月は，2 月，3 月，4 月，10 月，12 月であり，これらの月は他の月に比べて月降水量の変
化率と標高の間の相関が低かった．これは，月降水量の経年的な変化率について，長野県全体として水平方
向の空間的な一様性が高い月の方が，月降水量の変化率の標高依存性が見えやすいのに対し，月降水量の
経年的な変化率に地域的な偏りがあると，月降水量の変化率の水平方向の変化により標高依存性が見えに
くくなることを示唆している．
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表 2.4: 年間と月別の標高 100m 上昇に対する 1993 〜 2015 年の降水量変化率の変化，および，1993 〜 2015
年の降水量変化率と標高の間の相関係数．
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図 2.21: 気象庁の各観測地点における年降水量の 1993 〜 2015 年の変化率と標高の関係．変化率の算出に
は，正常値と準正常値のみを使用．□印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1993
〜 2015 年の期間に移転なし．小さい印は 1993 〜 2015 年の期間に移転あり．
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図 2.22: 気象庁の各観測地点における各月の月降水量の 1993 〜 2015 年の変化率と標高の関係．変化率の
算出には，正常値と準正常値のみを使用．〇印は有意水準 1%以下で有意．◇印は有意水準 5%以下で有意．
□印は有意水準 10%以下で有意．△印は有意ではない．大きい印は 1993 〜 2015 年の期間に移転なし．小
さい印は 1993 〜 2015 年の期間に移転あり．
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2.3
2.3.1

積雪量と降雪量
長野県の年最深積雪の変化傾向

① 長期的な年最深積雪の変化傾向
気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年最深積雪を解析して，長期的
な変化傾向を調べた．「長野」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 40cm で，平年値に比べて 9cm 多かっ
た（図 2.23）
．
「松本」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 22cm で，平年値に比べて 5cm 少なかった（図

2.24）．「飯田」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 7cm で，平年値に比べて 13cm 少なかった（図 2.25）．
「諏訪」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 21cm で，統計切断後の 2000 〜 2015 年の平均値よりも 3cm
少なかった（図 2.26）．「軽井沢」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 34cm で，平年値に比べて 2cm 少
なかった（図 2.27）
．なお，
「飯田」
，
「軽井沢」では移転があったが，統計は接続している．解析対象とした

5 地点の長期的な変化傾向は，全ての地点で統計的に有意ではなかった．「諏訪」を除く 4 地点で 2014/15
年冬季に観測史上最高の年最深積雪を記録しているが，これは 2014 年 2 月に 2 回にわたり南岸低気圧が通
過したことで上雪型の大雪が降ったことが影響している．

図 2.23: 長野地方気象台の年最深積雪の経年変化（1962 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年最深積雪．太線
（青）：5 年移動平均．
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図 2.24: 松本特別地域気象観測所の年最深積雪の経年変化（1962 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年最深積
雪．太線（青）：5 年移動平均．

図 2.25: 飯田特別地域気象観測所の年最深積雪の経年変化（1962 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年最深積
雪．太線（青）：5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）．
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図 2.26: 諏訪特別地域気象観測所の年最深積雪の経年変化（1962 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年最深積
雪．太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．

図 2.27: 軽井沢特別地域気象観測所の年最深積雪の経年変化（1926 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年最深
積雪．太線（青）：5 年移動平均．細線（紫）：移転（統計は接続）．
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② 各地の年最深積雪の変化傾向
気象庁のアメダスにより観測された各観測地点の年最深積雪を解析して，1983 年以降の変化傾向を調べ
た．
「小谷」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 207cm で，1985 〜 2015 年の平均値よりも 43cm 多かった
（図 2.28）
．
「白馬」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 130cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 31cm
多かった．「大町」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 93cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 32cm
多かった．「開田高原」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 110cm で，1992 〜 2015 年の平均値よりも

30cm 多かった．「野沢温泉」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 262cm で，1983 〜 2015 年の平均値よ
りも 48cm 多かった．「飯山」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 183cm で，1984 〜 2015 年の平均値よ
りも 33cm 多かった．「信濃町」では，2014/15 年冬季の年最深積雪は 176cm で，1984 〜 2015 年の平均値
よりも 67cm 多く，観測史上最高を記録した．
「信濃町」で観測された年最深積雪の 1984 〜 2015 年の変化
率は，173.3 （cm/100 年）の増加傾向で，この変化傾向は有意水準 1%以下で有意だった．「菅平」では，

2014/15 年冬季の年最深積雪は 126cm で，1983 〜 2015 年の平均値よりも 23cm 多かった．「菅平」で観測
された年最深積雪の 1983 〜 2015 年の変化率は，42.7 （cm/100 年）の増加傾向で，この変化傾向は有意水
準 10%以下で有意だった．「信濃町」と「菅平」以外の 6 地点の変化傾向は，全て統計的に有意ではなかっ
た．なお，
「野沢温泉」は 2007 年 12 月 19 日に，
「信濃町」は 1998 年 7 月 22 日に，それぞれ移転している
が，気象観測統計指針で定められた平年値の補正を求める条件の範囲内であり，統計は接続されている．
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図 2.28: 長野県内のアメダスの年最深積雪の経年変化．棒グラフ（灰色）
：年最深積雪．太線（青）
：5 年移
動平均．太線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）
．細破線（赤）
：長期的な変化傾向（有意
水準 10%以下で有意）．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．
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2.3.2

長野県の年降雪量の変化傾向

① 長期的な年降雪量の変化傾向
気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年降雪量を解析して，長期的な
変化傾向を調べた．「長野」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 229cm で，統計切断後の 2006 〜 2015 年の
平均値よりも 62cm 多かった（図 2.29）
．
「松本」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 70cm で，統計切断後
の 2009 〜 2015 年の平均値よりも 2cm 少なかった（図 2.30）
．「飯田」では，2014/15 年冬季の年降雪量は

58cm で，統計切断後の 2007 〜 2015 年の平均値よりも 3cm 多かった（図 2.31）．「諏訪」では，2014/15 年
冬季の年降雪量は 86cm で，統計切断後の 2000 〜 2015 年の平均値よりも 6cm 少なかった（図 2.32）
．「軽
井沢」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 166cm で，統計切断後の 2011 〜 2015 年の平均値よりも 16cm
多かった（図 2.33）
．なお，気象観測統計指針によると，1997 〜 2010 年の各地点の統計切断は，降雪の深
さの観測を目視観測から積雪計による自動観測（前 1 時間の積雪差の正値を合計）に変更したことによる
ものである．解析対象とした 5 地点の年降雪量は，統計切断後の期間が短すぎるため，長期的な変化傾向
は求めていないが，統計切断前の期間に着目すると，全ての地点で年々変動の変動幅に対して長期的な変
化量は小さかった．

図 2.29: 長野地方気象台の年降雪量の経年変化（1954 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．太線（青）
：

5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．
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図 2.30: 松本特別地域気象観測所の年降雪量の経年変化（1954 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．
太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．

図 2.31: 飯田特別地域気象観測所の年降雪量の経年変化（1954 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．
太線（青）
：5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．細破線（黒）
：移転以外の理由による統計切断．
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図 2.32: 諏訪特別地域気象観測所の年降雪量の経年変化（1954 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．
太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．

図 2.33: 軽井沢特別地域気象観測所の年降雪量の経年変化（1962 〜 2015 年）
．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．
太線（青）
：5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．細破線（黒）
：移転以外の理由による統計切断．
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② 各地の年降雪量の変化傾向
気象庁のアメダスにより観測された各観測地点の年降雪量を解析して，1983 年以降の変化傾向を調べた．
「小谷」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 981cm で，1985 〜 2015 年の平均値よりも 76cm 多かった（図

2.34）．「白馬」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 766cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 88cm 多かっ
た．
「大町」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 520cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 9cm 多かった．
「開田高原」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 427cm で，1992 〜 2015 年の平均値よりも 38cm 少なかっ
た．「野沢温泉」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 1226cm で，1983 〜 2015 年の平均値よりも 44cm 多
かった．
「飯山」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 929cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 49cm 多かっ
た．「信濃町」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 778cm で，1984 〜 2015 年の平均値よりも 5cm 少なかっ
た．「菅平」では，2014/15 年冬季の年降雪量は 519cm で，1983 〜 2015 年の平均値よりも 170cm 少なかっ
た．解析対象とした 8 地点の変化傾向は，全ての地点で統計的に有意ではなかった．なお，
「野沢温泉」は

2007 年 12 月 19 日に，
「信濃町」は 1998 年 7 月 22 日に，それぞれ移転しているが，気象観測統計指針で定
められた平年値の補正を求める条件の範囲内であり，統計は接続されている．
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図 2.34: 長野県内のアメダスの年降雪量の経年変化．棒グラフ（灰色）
：年降雪量．太線（青）
：5 年移動平
均．細線（紫）：移転（統計は接続）
．

80

2.4
2.4.1

日照時間
長野県の年間日照時間の変化傾向

気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年間日照時間を解析して，長期
的な変化傾向を調べた．「長野」では，2015 年の年間日照時間は 1947.3 時間で，統計切断後の 1987 〜 2015
年の平均値よりも 7.9 時間少なかった（図 2.35）．
「松本」では，2015 年の年間日照時間は 2168.7 時間で，
統計切断後の 1986 〜 2015 年の平均値よりも 49.2 時間多かった（図 2.36）
．「飯田」では，2015 年の年間日
照時間は 2006.6 時間で，統計切断後の 2002 〜 2015 年の平均値よりも 46.5 時間少なかった（図 2.37）
．「諏
訪」では，2015 年の年間日照時間は 2166.7 時間で，統計切断後の 1986 〜 2015 年の平均値よりも 28.8 時
間多かった（図 2.38）
．「軽井沢」では，2015 年の年間日照時間は 2009.8 時間で，2014 年に比べて 84.4 時
間少なかった（図 2.39）
．なお，気象観測統計指針によると，1986 〜 1989 年の各地点の統計切断は，観測
測器をジョルダン式日照計から回転式日照計に変更したことによるものである．「飯田」と「軽井沢」では

2000 年以降も統計切断があるため，年間日照時間の長期的な変化傾向は求めていないが，
「長野」
，
「松本」
，
「諏訪」の統計切断後の変化傾向は，全ての地点で統計的に有意ではなかった．一方，各観測地点の 1986 〜

1989 年の統計切断前の期間に着目すると，「諏訪」を除く 4 地点で 1940 年頃から 1980 年頃にかけて年間
日照時間が減少傾向にあり，
「松本」と「飯田」で 1900 年頃から 1940 年頃にかけて年間日照時間が増加傾
向にあった．

図 2.35: 長野地方気象台の年間日照時間の経年変化（1890 〜 2015 年）．細線（灰色）：各年の年間日照時
間．太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）
：移転以外の理由による統計切断．
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図 2.36: 松本特別地域気象観測所の年間日照時間の経年変化（1899 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年間
日照時間．太線（青）
：5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．細破線（黒）
：移転以外の理由によ
る統計切断．

図 2.37: 飯田特別地域気象観測所の年間日照時間の経年変化（1899 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年間
日照時間．太線（青）：5 年移動平均．細実線（黒）：移転による統計切断．細破線（黒）：移転以外の理由
による統計切断．
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図 2.38: 諏訪特別地域気象観測所の年間日照時間の経年変化（1945 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年間
日照時間．太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）
：移転以外の理由による統計切断．

図 2.39: 軽井沢特別地域気象観測所の年間日照時間の経年変化（1926 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
間日照時間．太線（青）
：5 年移動平均．細線（紫）
：移転（統計は接続）
．細破線（黒）
：移転以外の理由に
よる統計切断．
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2.5
2.5.1

風速と風向
長野県の年平均風速の変化傾向

気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年平均風速を解析して，長期的
な変化傾向を調べた．「長野」では，2015 年の年平均風速は 2.5 （m/s）で，平年値に比べて 0.03 （m/s）
強かった（図 2.40）
．
「長野」で観測された年平均風速の 1975 〜 2015 年の変化率は，0.840 （m/s/100 年）
の増加傾向で，この変化傾向は有意水準 5%以下で有意だった．「松本」では，2015 年の年平均風速は 2.4
（m/s）で，平年値に比べて 0.10 （m/s）強かった（図 2.41）．「松本」で観測された年平均風速の 1975 〜

2015 年の変化率は，1.120 （m/s/100 年）の増加傾向で，この変化傾向は有意水準 1%以下で有意だった．
「飯田」では，2015 年の年平均風速は 2.2 （m/s）で，統計切断後の 2002 〜 2015 年の平均値よりも 0.09
（m/s）弱かった（図 2.42）
．「飯田」で観測された年平均風速の 2002 〜 2015 年の変化率は，0.901 （m/s/100
年）の増加傾向で，この変化傾向は有意水準 10%以下で有意だった．「諏訪」では，2015 年の年平均風速は

3.1 （m/s）で，統計切断後の 2003 〜 2015 年の平均値よりも 0.05 （m/s）弱かった（図 2.43）．「諏訪」で
観測された年平均風速の 2003 〜 2015 年の変化率は，0.60 （m/s/100 年）の増加傾向だが，統計的に有意
ではなかった．
「軽井沢」では，2015 年の年平均風速は 2.3 （m/s）で，2014 年に比べて 0.6 （m/s）強かっ
た（図 2.44）
．
「軽井沢」では 2014 年 11 月 27 日に JMA-10 型地上気象観測装置が導入された際に，風速計
の設置高度が地上 15.1m から地上 18.5m に変更されたため，2014 年に統計切断があり，2015 年の年平均
風速が強いのはこの統計切断の影響があると考えられる．なお，気象庁（統計課）
（1979）によると，1975
年の各地点の統計切断は，観測測器を 3 杯型風速計から風車型風向風速計に変更したことによるものであ
る．また，2002 年の「飯田」や 1964 年の「軽井沢」の移転は，年平均風速に関しては統計が切断している
ものとして扱われ，他の気象要素に関しては統計が接続しているものとして扱われている．この理由は，気
象観測統計指針により，風速に関しては観測場所の水平距離や標高等の変化だけではなく，風速計の地上
からの設置高度，測風塔の形状等の変化も統計値の取扱いの判断基準に定められているからである．
「長野」と「松本」で 1975 年から有意に年平均風速が強くなっている理由について，気象観測統計指針に
も示されていない風速計の感部の型式の変更の影響が考えられる．藤部（2001）によると，1980 年代に気
象官署へ JMA-80 型地上気象観測装置が導入された際に，風速計の感部の型式が FF-3R から FF-6 に変更
され，日平均風速の観測値が 110 箇所の気象官署の平均で 8.7%増加した．「長野」では 1983 年 2 月 16 日，
「松本」では 1983 年 2 月 10 日に，それぞれ JMA-80 型地上気象観測装置が導入されており，この時期に
年平均風速が急に強くなっていたのに対し，1984 年以降の年平均気温はほぼ横ばいであった（図 2.40，図

2.41）．なお，各観測地点では 1996 〜 2001 年に JMA-95 型地上気象観測装置，2011 〜 2014 年に JMA-10
型地上気象観測装置が，それぞれ導入されている．

2.5.2

長野県の年間最多風向の変化傾向

気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年間最多風向を解析して，長期
的な変化傾向を調べた．「長野」の年間最多風向は，主に西〜西南西か東〜東北東のどちらかであった（図

2.45）．年間最多風向の経年変化としては，1961 〜 1970 年の期間は 1963 年を除く全ての年が東〜東北東で
あったが，2010 年以降は 2014 年を除く全ての年が西〜西南西であった．「松本」の年間最多風向は，1980
年以降，36 年連続で北であった（図 2.46）
．
「飯田」の年間最多風向は，移転前の 2001 年まではほとんどの
年が南であったが，移転後の 2002 年以降はほとんどの年が西〜西南西であった（図 2.47）
．「諏訪」の年間
最多風向は，1963 年以降，53 年連続で西北西であった（図 2.48）
．「軽井沢」の年間最多風向は，西南西〜
南西か東北東〜北東のどちらかであった（図 2.49）
．どちらかというと年間最多風向が西南西〜南西の年の
方が多かったが，2015 年の年間最多風向は東北東であった．
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図 2.40: 長野地方気象台の年平均風速の経年変化（1951 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平均風速．太
線（青）
：5 年移動平均．細実線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 5%以下で有意）
．細破線（黒）
：移転
以外の理由による統計切断．

図 2.41: 松本特別地域気象観測所の年平均風速の経年変化（1951 〜 2015 年）．細線（灰色）：各年の年平
均風速．太線（青）：5 年移動平均．太実線（赤）：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．細破線
（黒）：移転以外の理由による統計切断．
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図 2.42: 飯田特別地域気象観測所の年平均風速の経年変化（1951 〜 2015 年）．細線（灰色）：各年の年平
均風速．太線（青）
：5 年移動平均．細破線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 10%以下で有意）
．細破線
（黒）：移転以外の理由による統計切断．細実線（黒）
：移転による統計切断．

図 2.43: 諏訪特別地域気象観測所の年平均風速の経年変化（1951 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平均
風速．太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．細実線（黒）：移転によ
る統計切断．
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図 2.44: 軽井沢特別地域気象観測所の年平均風速の経年変化（1961 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平
均風速．太線（青）：5 年移動平均．細破線（黒）：移転以外の理由による統計切断．細実線（黒）：移転に
よる統計切断．

図 2.45: 長野地方気象台の年間最多風向の経年変化（1961 〜 2015 年）
．プロット（灰色）
：各年の年間最多
風向．
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図 2.46: 松本特別地域気象観測所の年間最多風向の経年変化（1961 〜 2015 年）
．プロット（灰色）
：各年の
年間最多風向．

図 2.47: 飯田特別地域気象観測所の年間最多風向の経年変化（1961 〜 2015 年）
．プロット（灰色）
：各年の
年間最多風向．細線（紫）：移転（統計は接続）
．
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図 2.48: 諏訪特別地域気象観測所の年間最多風向の経年変化（1961 〜 2015 年）
．プロット（灰色）
：各年の
年間最多風向．細線（紫）：移転（統計は接続）
．

図 2.49: 軽井沢特別地域気象観測所の年間最多風向の経年変化（1961 〜 2015 年）
．プロット（灰色）
：各年
の年間最多風向．細線（紫）：移転（統計は接続）
．
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2.6
2.6.1

相対湿度と水蒸気圧
長野県の年平均相対湿度の変化傾向

気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年平均相対湿度を解析して，長
期的な変化傾向を調べた．「長野」では，2015 年の年平均相対湿度は 73%で，平年値に比べて 0.93%高かっ
た（図 2.50）．
「長野」で観測された年平均相対湿度の 1889 〜 2015 年の変化率は，4.75 （%/100 年）の
減少傾向だった．「松本」では，2015 年の年平均相対湿度は 68%で，平年値に比べて 0.37%低かった（図

2.51）．「松本」で観測された年平均相対湿度の 1898 〜 2015 年の変化率は，10.83 （%/100 年）の減少傾
向だった．「飯田」では，2015 年の年平均相対湿度は 72%で，移転による統計切断後の 2002 〜 2015 年の
平均値よりも 3.14%高かった（図 2.52）．
「飯田」で観測された年平均相対湿度の 2002 〜 2015 年の変化率
は，10.11 （%/100 年）の増加傾向だった．
「諏訪」では，2015 年の年平均相対湿度は 72%で，平年値に比
べて 0.77%低かった（図 2.53）．
「諏訪」で観測された年平均相対湿度の 1945 〜 2015 年の変化率は，8.64
（%/100 年）の減少傾向だった．「軽井沢」では，2015 年の年平均相対湿度は 81%で，平年値に比べて 1.40%
高かった（図 2.54）
．「軽井沢」で観測された年平均相対湿度の 1964 〜 2015 年の変化率は，2.52 （%/100
年）の増加傾向だった．
「長野」，
「松本」，「諏訪」の長期的な変化傾向は，有意水準 1%以下で有意だったが，「飯田」と「軽井
沢」の統計切断後の変化傾向は統計的に有意ではなかった．ただし，「飯田」では 2002 年の移転による統
計切断前の 1898 〜 2001 年の期間は，年平均相対湿度が明らかに減少傾向で，
「長野」や「松本」と同様の
傾向である．

図 2.50: 長野地方気象台の年平均相対湿度の経年変化（1889 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平均相対
湿度．太線（青）：5 年移動平均．太実線（赤）：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．
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図 2.51: 松本特別地域気象観測所の年平均相対湿度の経年変化（1898 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均相対湿度．太線（青）
：5 年移動平均．太実線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）
．細
線（紫）：移転（統計は接続）．

図 2.52: 飯田特別地域気象観測所の年平均相対湿度の経年変化（1898 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均相対湿度．太線（青）：5 年移動平均．細実線（黒）：移転による統計切断．
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図 2.53: 諏訪特別地域気象観測所の年平均相対湿度の経年変化（1945 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均相対湿度．太線（青）：5 年移動平均．太実線（赤）：長期的な変化傾向（有意水準 1%以下で有意）．

図 2.54: 軽井沢特別地域気象観測所の年平均相対湿度の経年変化（1941 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の
年平均相対湿度．太線（青）：5 年移動平均．細実線（黒）：移転による統計切断．
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2.6.2

長野県の年平均水蒸気圧の変化傾向

気象庁により観測された「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」
，
「軽井沢」の年平均水蒸気圧を解析して，長期
的な変化傾向を調べた．「長野」では，2015 年の年平均水蒸気圧は 12.2hPa で，平年値に比べて 0.723hPa
高かった（図 2.55）
．「長野」で観測された年平均水蒸気圧の 1931 〜 2015 年の変化率は，0.081 （hPa/100
年）の増加傾向だった．
「松本」では，2015 年の年平均水蒸気圧は 11.2hPa で，平年値に比べて 0.313hPa
高かった（図 2.56）
．「松本」で観測された年平均水蒸気圧の 1931 〜 2015 年の変化率は，0.036 （hPa/100
年）の増加傾向だった．「飯田」では，2015 年の年平均水蒸気圧は 12.4hPa で，移転による統計切断後の

2002 〜 2015 年の平均値よりも 0.564hPa 高かった（図 2.57）．「飯田」で観測された年平均水蒸気圧の 2002
〜 2015 年の変化率は，2.000 （hPa/100 年）の増加傾向だった．「諏訪」では，2015 年の年平均水蒸気圧
は 11.3hPa で，平年値に比べて 0.110hPa 高かった（図 2.58）
．「諏訪」で観測された年平均水蒸気圧の 1951
〜 2015 年の変化率は，0.083 （hPa/100 年）の増加傾向だった．「軽井沢」では，2015 年の年平均水蒸気
圧は 10.7hPa で，平年値に比べて 0.470hPa 高かった（図 2.59）
．「軽井沢」で観測された年平均水蒸気圧の

1964 〜 2015 年の変化率は，1.181 （hPa/100 年）の増加傾向だった．「軽井沢」を除く 4 地点の長期的な
変化傾向は，全ての地点で統計的に有意ではなかったが，「軽井沢」の長期的な変化傾向は有意水準 5%以
下で有意だった．各地点の年平均水蒸気圧の変化を細かく見ると，全体的な傾向として，1930 〜 1940 年の
期間は減少，1940 〜 1960 年の期間は増加，1960 〜 1980 年の期間は減少，1980 〜 2000 年の期間は増加，

2000 年以降は減少または横ばいであった．
「長野」
，
「松本」
，
「飯田」
，
「諏訪」における年平均相対湿度の減少傾向は，経年的な年平均気温の上昇に
より飽和水蒸気圧が高くなっているのに対して，年平均水蒸気圧があまり変化していないことが原因と考え
られる．一方，「軽井沢」においても経年的な年平均気温の上昇により飽和水蒸気圧が高くなっているが，
年平均水蒸気圧も年平均気温と同様に経年的に増加しているため，他地点のような年平均相対湿度の経年
的な減少傾向が見られないと考えられる．

図 2.55: 長野地方気象台の年平均水蒸気圧の経年変化（1931 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年平均水蒸
気圧．太線（青）：5 年移動平均．
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図 2.56: 松本特別地域気象観測所の年平均水蒸気圧の経年変化（1931 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均水蒸気圧．太線（青）：5 年移動平均．細線（紫）：移転（統計は接続）．

図 2.57: 飯田特別地域気象観測所の年平均水蒸気圧の経年変化（1931 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均水蒸気圧．太線（青）：5 年移動平均．細実線（黒）：移転による統計切断．
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図 2.58: 諏訪特別地域気象観測所の年平均水蒸気圧の経年変化（1951 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の年
平均水蒸気圧．太線（青）：5 年移動平均．

図 2.59: 軽井沢特別地域気象観測所の年平均水蒸気圧の経年変化（1951 〜 2015 年）
．細線（灰色）
：各年の
年平均水蒸気圧．太線（青）
：5 年移動平均．細実線（赤）
：長期的な変化傾向（有意水準 5%以下で有意）
．
細実線（黒）：移転による統計切断．
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