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１．はじめに

　大規模な地震が発生した場合、被災状況の把握や救
助活動および避難行動を迅速に行う必要がある。積雪
期においては、地震によって発生する雪崩（図－１）が、
被災状況の把握や救助活動の妨げになる可能性があ
る。そのため、事前に地震によって雪崩が発生するこ
とを想定することが大切であり、いくつかの自治体の
防災計画では、積雪期の地震では雪崩が発生する可能
性があることが明記されている。しかし、地震時の雪
崩発生条件が明確に示されているわけではない。
　地震によって誘発された雪崩は、アメリカ合衆国ア
ラスカ州、ヒマラヤ西部、ロシア連邦サハリン州およ
び日本などで報告されている１）～７）。地震誘発雪崩の発
生条件に関して、これらの事例を用いて、雪崩の発生
と地震の規模や震源からの距離との関係を調べた例１）

２）や、地震動の水平加速度を考慮した斜面積雪の安定
性について解析を行った例５）６）８）～ 11）がある。さらに、
雪塊を使った振動実験に基づく解析事例11）12）がある。
雪崩の発生条件を考える際、斜面積雪の安定度が一般
的に用いられる13）ことから、地震時の雪崩発生条件に
おいても斜面積雪の安定度の考え方を導入する検討が

行われている５）６）８）～ 11）。しかし、実際の地震時の雪崩
発生箇所における積雪観測データが限られるため、そ
の検証は十分ではない。
　ここでは、これまで報告された地震による雪崩発生
事例のうち、雪崩発生箇所の積雪観測データが得られ
ている事例の整理を行い、斜面積雪の安定度の考え方
に基づいて、地震による雪崩発生条件の検討を行った。

２．地震時の雪崩発生事例

　表－１は、地震によって発生した雪崩事例のうち、
雪崩の種類や積雪密度等の積雪観測データが示されて
いる事例のみを整理した結果である。すべて日本にお
ける事例であり、1978年２月の宮城県沖地震３）、2001
年１月の新潟県中里村の地震４）、2011年３月の長野県
北部地震５）、2013年２月の栃木県北部地震６）によって
発生した雪崩事例である。日本以外でも地震によって
発生した雪崩は報告１）されているが、雪崩発生箇所の
積雪観測データがないので表からは除外した。
　表－１より、６事例のうち５事例が表層雪崩、残り
１事例が全層雪崩であり、乾雪と湿雪がそれぞれ２事
例で乾湿不明が２事例である。雪崩のすべり面の積雪
は、こしもざらめ雪やぬれざらめ雪からなり、これら
は積雪の中でも強度が小さい弱層と呼ばれる。また、
雪崩となって崩れた積雪の深さは、0.55 ～ 1.00m、積
雪密度は160 ～ 330kg m －3である。地震規模を示すマ
グニチュードは5.3 ～ 6.7で、表中の地震動の水平震度
は、雪崩発生箇所の最寄りの施設で観測された地震動
の水平加速度の最大値と重力加速度（＝9.8 m s－2）の比
である。水平震度が１より大きい場合は、地震動の水
平加速度が重力加速度より大きいことを意味する。そ
の他、表－１には積雪のせん断強度等が示されている
が、これらは３章で説明する。
　以下では、表－１の地震誘発雪崩事例を用いて、斜
面積雪の安定度の考え方に基づき、地震時の雪崩発生
条件を検討する。図－１　地震によって発生した雪崩の例
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表－１　地震によって発生した雪崩事例

図－２　斜面積雪に働く力

（a）斜面積雪の荷重と強度、（b）地震動の水平震度

発生する傾向にあり、2.0以下に低下すると雪崩発生
数が著しく増加する。また、カナダでは、安定度 SI の
雪崩発生の目安として、1.5程度の値が示されている15）。
よって、ここでは、斜面積雪の安定度が1.5以下とな
る場合を雪崩発生の目安と考える。

３．斜面積雪の安定度について

３．１　斜面積雪の安定度

　自然状態の斜面積雪の安定度 SI は、式（１）に示す
ように、対象とする積雪層のせん断強度 Σs とそれに
働くせん断応力 σn sinψ の比（図－２a）によって表さ
れ、安定度 SI が小さいほど斜面積雪が不安定であり、
斜面における積雪安定性評価および雪崩発生の目安と
して用いられている13）14）。

（１）

ここで、ψ は斜面勾配（ﾟ）、Σs は弱層など対象とする
積雪層のせん断強度（N m－2）、σn は単位面積あたりの
弱層上の積雪荷重（N m －2）で、弱層上の積雪層の厚さ
D（m）と密度 ρ（kg m －3）および重力加速度 g（m s －2）
から求められる（式（２））。

（２）

雪崩の発生と式（１）の斜面積雪の安定度 SI との関係
について、実際の斜面では、積雪の側面等の繋がりに
よる影響などがあるため、式（１）の斜面積雪の安定度
SI における雪崩発生の臨界値は必ずしも１とはならな
い13）。そのため、実際の雪崩発生事例を用いた安定度
SI の臨界値の検討が行われている。例えば、北海道の
道路における雪崩発生事例について、雪崩発生時の安
定度 SI を積雪変質モデルを用いて調べた結果14）による
と、雪崩の発生は、積雪の安定度 SI が2.5以下の時に
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図－３　斜面積雪の安定度の計算結果

　地震動の水平震度を考慮した安定度 SIE（式（３））と
考慮しない場合の安定度 SI（式（１））の比較　 　　　

図－４　地震による斜面積雪の安定度の低下量と

水平震度　　　　　　　　　　

地震による安定度の低下量は、SIE － SI とした

３．２　地震動を考慮した斜面積雪の安定度

　地震時の斜面積雪の安定度 SIE は、式（１）に地震動
の水平震度 a（図－２b）を外力として加えた式（３）に
より表される５）６）８）～ 11）。

（３）

ここで、積雪のせん断強度 Σs は、積雪粒子の粘着力
と内部摩擦力の和であり（モール・クーロンの破壊条
件）、内部摩擦力は水平震度に依存する値６）８）～ 10）であ
るが、本稿では、地震時の雪崩発生条件の初期検討と
して、せん断強度 Σs は水平震度 a によらず一定と考え
る。また、前述のように、式（３）の水平震度 a は、重
力加速度 g に対する地震動の水平加速度の比である。
水平震度 a は、地震時の盛土の安定性評価16）や道路施
設の耐震性に関する検討17）で用いられており、本稿で
も地震動の水平震度 a を用いて地震時の雪崩発生条件
を検討する。

３．３　積雪のせん断強度について

　式（１）や式（３）の斜面積雪の安定度において、積雪
のせん断強度 Σs が重要となる。せん断強度 Σs が未知
な場合は、積雪密度 ρとの関係式から求められ、雪質
や雪の乾湿に応じて、せん断強度 Σs と密度 ρ の関係
が得られている18）19）。例えば、同じ密度に対して、乾
いたしまり雪のせん断強度は大きく、湿雪や弱層とな
る雪のせん断強度は小さい。最もせん断強度が大きい
乾いた新雪やしまり雪は式（４）18）で表され、降雪粒
子等からなる弱層のせん断強度の例として式（５）19）が
得られている。

（弱層がない場合の例18））　　　　　　　　　　　（４）

（弱層がある場合の例19））　　　　　　　　　　　（５）

４．斜面積雪の安定度の計算結果

４．１　地震動の水平震度と斜面積雪の安定度

　図－３は、各地震誘発雪崩事例の斜面積雪の安定度
を計算した結果であり、地震動による水平震度 a を考
慮した安定度 SIE（式（３））と考慮しない安定度 SI（式

（１））を比較したものである。なお、2001新潟県中里村
の全層雪崩の事例では、積雪せん断強度 Σs の代わりに
積雪底面の静止摩擦力４）を用いて計算した。これらの

事例のうち、地震動の水平震度 a を考慮しない場合の
斜面積雪の安定度 SI（図の横軸）が1.5以下の事例があ
り、これらは、地震発生前にすでに斜面積雪が不安定
な状態にあったと考えられる５）。一方、斜面積雪の安
定度 SI が1.5以上の事例では、地震動の水平震度 a を
考慮した安定度 SIE は1.5以下になった。よって、これ
らの事例は、地震発生前は比較的安定していた斜面積
雪が、外力として地震動が加わることで不安定となり、
雪崩が発生したと考えられる。
　図－４は、地震動を考慮した斜面積雪の安定度 SIE

と地震動を考慮しない斜面積雪の安定度 SI との差（SIE

－ SI）を、地震動による安定度の低下量と考えて、地
震動の水平震度 a との関係を示したものである。図－

４より、地震動の水平震度が大きいほど、斜面積雪の
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図－５　地震時の斜面積雪の安定度 SIE が1.5となると

　　　　きの弱層上の積雪深と地震動の水平震度の関

係　　　　　　　　　　　　　　　

　図中の曲線は、式（６）を用いて表－１の各雪崩事例の積雪観
測データを入力して計算した結果。図中のプロット（●▲●■）
は各事例の観測値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図－６　積雪安定度 SIE が1.5となるときの弱層上の積

雪深と地震動の水平震度の関係　　

　（a）積雪密度 ρを変えた場合（斜面勾配 ψ= 40ﾟ）と（b）斜面勾
配 ψを変えた場合（積雪密度 ρ= 300kg m －3）の計算結果　　

（６）

　図－５は、式（６）に表－１の各事例の積雪観測デー
タと地震動の水平震度 a を代入して、斜面積雪の安定
度 SIE が1.5となるときの弱層上の積雪深 H と地震動の
水平震度 a の関係を示したものである。図中の曲線の
上側が、斜面積雪の安定度 SIE が1.5以下となり雪崩発
生の可能性が高いことを示し、各事例（図中のプロッ
ト）はすべて雪崩発生の判定となる。よって、斜面積
雪の安定度の考え方に基づいた式（６）を活用すること
で、積雪深と水平震度を指標に地震時の雪崩発生条件
を示すことができると考えられる。ただし、ここでい
う積雪深 H は、厳密には弱層上の積雪深であるが、弱
層が積雪底面付近にあると考えれば、斜面における積
雪深にほぼ等しくなる。つまり、式（６）の積雪深 H を、
地震時の雪崩発生条件における最小積雪深と考えて、
これと観測された地震動の水平震度との関係から、雪

安定度が低下する割合が大きい。６事例のみの関係で
あるが、地震動による斜面積雪の安定度のおおよその
低下量として、水平震度が0.5のとき安定度は0.65低下
し、水平震度が1.0のとき安定度は1.30低下した。

４．２　積雪深と水平震度からみた雪崩発生条件

　図－３より、地震動の水平震度によって斜面積雪の
安定度が小さくなって1.5以下となり、雪崩が発生した
と考えられた。ただし、雪崩発生条件を示す場合、斜
面積雪の安定度を指標にすると、積雪観測データに基
づいて斜面積雪の安定度をその都度見積もる必要があ
り実用的ではない。そこで、斜面積雪の安定度 SIE が
1.5以下になった場合に雪崩発生の可能性が高くなると
考え、式（３）をよりわかりやすい指標、つまり積雪の
深さ H（＝ D / cosψ、図－２a 参照）を指標に、地震時
の雪崩発生条件を示すことを検討する。式（３）を、SIE

＝1.5の条件で、弱層上の積雪深 H について整理すると
式（６）となる。

H

a

H

a
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崩発生の有無を推定できると考えられる。
　さらに、図－５の各地震誘発雪崩事例の発生条件を
まとめて一つの図で表すことを試みたのが図－６であ
る。式（６）を用いて、図－６a は、斜面勾配 ψ ＝40ﾟ
として積雪密度 ρを変えて計算した結果であり、図－

６b は、積雪密度 ρ ＝300kg m －3として斜面勾配 ψ を
変えて計算した結果である。積雪のせん断強度 Σs は、
積雪内部に弱層が存在することを想定して式（５）から
求めた。図－６aから、積雪密度 ρが大きいほど、式（６）
から求まる安定度 SIE ＝1.5の曲線が図の上側へ移動す
る。図－６a の場合では、積雪密度300kg m －3以下の
曲線が、表－１の地震誘発雪崩事例の発生判別に比較
的よく対応している。一方、図－６b の斜面勾配 ψを
変えた場合の計算結果では、斜面勾配による安定度 SIE

＝1.5の条件に差はほとんどみられない。よって、式（６）
を用いて地震時の雪崩発生条件を検討する場合、斜面
勾配 ψよりも積雪密度 ρをどのように設定するのかが
重要であると考えられる。
　また、図－７は、積雪のせん断強度 Σs を式（４）から
求めた場合の斜面積雪の安定度 SIE ＝1.5の計算結果で
ある。つまり、積雪内部に弱層が無いと考えた場合の
計算結果である。各地震誘発雪崩事例と比較すると、
安定度 SIE ＝1.5の曲線は、各事例のプロットの上側に
なる。つまり、この図では雪崩は発生しないと判断さ
れる。よって、地震時の雪崩発生条件を検討する際は、
積雪内部の弱層の存在を想定することが望ましいと考
えられる。

５．おわりに

　地震によって発生した雪崩事例を整理し、斜面積雪
の安定度の考え方に基づいて、地震時の雪崩発生条件
を検討した。その結果、地震動の水平震度を考慮した
斜面積雪の安定度を用いることにより、積雪深と水平
震度を指標にした地震時の雪崩発生条件を示すことが
できると考えられる。今後は、地震時の雪崩発生条件
をより明確に示すために、さらなる事例の追加を検討
するとともに、雪塊を使った振動実験の結果12）等も活
用して検討する。
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図－７　積雪安定度 SIE が1.5となるときの弱層上の積

雪深と地震動の水平震度の関係　　

積雪せん断強度 Σs を式（４）から求めた場合の計算結果
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