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１．はじめに

近年、雪崩災害の発生状況に変化が見られる。原
田ら1)は北海道内の一般国道における雪崩に起因する
通行止め時間から、近年の発生箇所に変化が生じて
いることを示した。中でも一般国道236号線は、過去
10年間の通行止め時間が約2.7倍となっていた。また、
2014年2月13日から16日にかけて本州南岸を通過した
低気圧に伴う短期間多量降雪によって、関東甲信地方
を中心に多くの箇所で雪崩が発生した2)。このとき発
生した雪崩は、雪崩対策が考慮されない箇所や、雪崩
が発生しにくいと言われている樹林内からも発生し、
樹林帯をすり抜けて道路や集落に到達した2)。加えて
この低気圧は、その後三陸沖を北東進し、北海道にも
大雪をもたらし、国道が通行止めとなった3)。

短期間多量降雪による雪崩を発生させる要因とし
て、降雪の形態が大きく影響していると考えられる。
松下ら4)は新潟県の妙高山麓で、積雪の密度と硬度の
時間変化に関する現地観測を行った。観測した際、南
岸低気圧による積雪、日本海小低気圧による積雪、冬
型気圧配置による積雪の3種の積雪を観測し、その中
でも南岸低気圧による積雪は、経過時間に対して密度
や硬度の変化が小さく、密度に対する圧縮粘性率も大
きな値を示した。一方で、日本海小低気圧による積雪
は、南岸低気圧の積雪と比較しても、経過時間に対す
る密度や硬度の増加が大きく、圧縮粘性率は小さい値
を示した。このことから、先に積雪した密度や硬度の
値が小さく、その変化も小さい南岸低気圧の積雪の上
に、小低気圧や冬型による積雪が加わることで、不安
定な積雪層が形成されるものと考えられる。

このように、低気圧による積雪が要因となる雪崩発
生の検討には、雪を降らせる低気圧の種類とその積雪
の特性や密度や硬度の時間変化の傾向を把握すること
が重要であり、このことが短期間多量降雪による雪崩
発生の解明につながると考えられる。しかし、松下
ら4)の行った観測事例は他に例が少ない。北海道内に
おいては、秋田谷ら5)や中村ら6)が低気圧前面の雲に
よってもたらされる降雪結晶は雲粒の付着がないか少

なく、その上に雲粒付の降雪結晶が堆積することで不
安定な積雪層が形成されることを示したが、積雪の密
度や硬度の時間変化に着目した観測は行われなかっ
た。

そこで、低気圧による多量降雪が発生しやすい箇所
において、降雪開始から終了までの間、そして次の降
雪の開始から終了まで間に、各積雪層の密度と硬度の
時間変化、ならびに降雪時の結晶と時間経過後の積雪
粒子を観測した結果について報告する。

２．観測方法

２． １　現地観測について

現地観測は2017年2月20日から24日にかけて北海道
広尾郡広尾町トヨイベツにおける民家の庭(北緯42°
25’2″、東経143°11’13″、標高155m)で行った(図－

1)。当該箇所は、冬期は人の立ち入りがほとんどなく、
8m×14mの観測地を設けた。観測は松下ら4)の方法に
倣い、積雪の密度と硬度の時間変化の測定は、降雪期
間を2つに分けた中で、2～12時間間隔で行った。また、
2～9時間毎に降雪の有無を確認して、積雪が7～10cm
程度観測されたときに、測定する積雪層を特定させる
目的で、雪面に毛糸を設置した。図－2は最後の観測
となった2月24日6時の積雪断面である。2月20日14時
からの積雪を6層に区切り、それぞれの積雪層におけ
る密度と硬度、雪温、降雪結晶および積雪粒子の形状
を観測した。

密度は角型サンプラー(体積100cm3)を用いて、硬
度は直径15mmの円形アタッチメントを付けたデジタ
ル荷重測定器を用いて測定した。密度と硬度はともに
3～5回の測定値の平均値を解析に用いた。雪温はサー
ミスタ温度計で、各積雪層の全層質量は円筒型サンプ
ラー(断面積50cm2)を用いて測定した。また、降雪結
晶の写真撮影は、降雪中の雪を外気になじませた板で
採取し、カメラ(CANON EOS 7D MarkⅡ)にマクロ
レンズ(EF100 2.8L Macro IS USM)をつけて撮影を
行った。
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積雪層の密度と硬度の測定は、降雪が始まった直
後の2月20日14時から2月24日6時まで観測終了までの
88時間で積雪した層において7回行った。また、現地
では温湿度計(KADEC21-PT8-C)、積雪深計(KDC-
S18-L-10)、風向風速計(HMP155)による連続観測を実
施した。

２． ２　圧縮粘性率の算出方法について

現地観測の結果から積雪密度の時間変化に関わる圧
縮粘性率を求めた。積雪は上載積雪による垂直荷重が
応力として作用して、圧密されることによりその密度
を増していく。圧縮粘性率は、密度の時間変化の割合
(ひずみ速度)と応力の比であり、次の圧縮粘性理論式
によって表される。
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ここで、ηが圧縮粘性率(Pa・s)、hiは積雪i層の厚

図－1　観測箇所図ならびに現地状況写真（観測箇所図は国土地理院タイルを使用）
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図－2　毛糸を使用した断面観測の様子(2/24 6:00)
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さ(m)、ρiは密度(kg/m3)、Wiは上載積雪による垂直
荷重(Pa)、tは時刻(s)である。式(1)の右辺dρi /ρidt
は積雪i層のひずみ速度で、積雪i層の上に積もった積
雪による垂直荷重Wiによって、時刻dtの間に密度ρi

が大きくなる割合を示す。圧縮粘性率ηの計算は、式
(1)を差分形式に直した式(2)を用いた。

( ) ( ) ( )
( ) ( )ttt
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ここで、

( ) ( ) ( )( ) 2/ttWtWtW ∆++=  (3)

( ) ( ) ( )( ) 2/tttt ∆++= ρρρ  (4)

である。各積雪層の密度ρと上載積雪荷重Wの観測結
果より、式(2)～(4)を用いて圧縮粘性率ηを求めた。

２． ３　積雪の弱層テスト

2月21日の8時ならびに、24日の8時に、今回の観測
の対象となる積雪に対しシャベルコンプレッションテ
スト7)による弱層の位置と強さを求めた。シャベルコ
ンプレッションテストは幅30cm、奥行き30cmに切り
出した積雪層を上部から、シャベルのヘラを当て、衝
撃の度合を変化させながら積雪塊に衝撃を加え、積雪
層が破壊した時の回数と位置、破壊の形態を明らかに
するものである。

３．観測結果

３． １　観測時における気象と降雪の状況

図－3は2月20日から24日かけての地上天気図を示し
ている。20日から21日にかけて発達中の低気圧が日本
海中部から津軽海峡を通過し、北海道東方沖に抜けた

（図－3a～b)。この低気圧により広尾地区は大雪とな
った。観測地点における積雪深は20日14時の65cmか
ら、20日23時には110cmを記録した(図－4)。その後、
高気圧の通過を挟んで再び低気圧が接近した。この低
気圧は23日から24日にかけて日本海中部から東北地方
中部を通り、北海道東方沖に抜けた(図－3c～d)。こ
の低気圧により広尾地区では降雪があり、観測地点の
積雪深は23日9時の90cmから、24日0時には105cmを
観測した(図－4)。

次に、積雪観測の対象とした層の厚さの変化につい
て図－5に示す。降雪直前の20日14時に、既に積雪し
ている層と区分するために1本目の毛糸を積雪表面に

設置した。この時の積雪表面は氷板化していた。観測
開始直後に激しい降雪となり、20日16時に2本目、20
日18時に3本目の毛糸を設置したときには、低気圧が
広尾町に最も接近した状況であり、積雪は20日14時か
ら18時の4時間で28.9cm増加した。その後、低気圧が

図－5　観測期間中における積雪層の厚さの推移

（5回目の観測時は層3と層4を同じ層と取り扱ったため観測
が1つ層となっている。）
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図－4　観測期間中における積雪深と気温の推移
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遠ざかる中で降雪は徐々に弱まり、20日18時から21時
までの3時間で11.2cmの積雪があったが、20日21時か
ら21日6時までの9時間で3.7cmとなった。なお、21日
0時には雪はほぼ止んでいた。

再び低気圧が接近する23日12時の段階では、前回最
後に設置した毛糸5がうっすらと見える状況であった。
23日12時から18時までの6時間で6.2cmの積雪の増加
があり、23日18時から24日6時までの12時間で7.7cmの
積雪の増加となった。

３． ２　降雪時の雪結晶の特徴について

気圧配置の変化(図－3)に伴い、降雪結晶にも変化
が見られた。

20日の低気圧接近中は樹枝状や広幅六花状の結晶
で、雲粒の付着はあまり確認ができなかった(層1、
2)。低気圧が最接近したと思われる20日21時頃に霰の
降雪が確認できた(層3)。その後、砲弾状や樹枝状で
雲粒の付いた結晶が多く見られた(層4)。

23日の低気圧接近時は、気温が-1℃前後と高く、結
晶の採取には適さない状況であったが、雲粒付の樹枝
状、広幅六花の結晶が確認された(層5)。積雪が増加
した24日0時の新雪層の結晶を確認したところ、雲粒
付の樹枝状、広幅六花の結晶が確認された(層6)。

これらは降雪終了後に観測した積雪層においても確
認が可能であり、21日7時30分より採取した積雪層に
おいても同様の結晶が確認できた。また、23日13時30
分から、ならびに24日7時30分からの積雪層では、日
が経ってしまったため結晶の雲粒の有無ははっきりと
しなかったが、霰の層の確認は可能であった(図－6)。

３． ３　積雪の弱層テストの結果

21日8時に行ったシャベルコンプレッションテスト
では、1度目の破壊はCTE6とCTE9であった。CTE
とは指先で叩いて積雪層が破壊するまでの回数を示
す7)。破壊は地面から80cm付近で発生した。この位置
は、霰が混じる層が見られた付近である。2度目の破
壊は、CTE8とCTM11であった。CTMとは、指先で
10回叩いた後に肘を使って叩いて積雪層が破壊するま
での回数を示す7)。破壊は地面から70cm付近で発生し
た。この位置は、20日の雪とそれ以前の雪の境の部分
であった。

24日8時に行ったシャベルコンプレッションテスト
では1度目の破壊はCTM11で、地面から93cm付近で
発生した。この位置は、23日の降り始めと、それ以前
の積雪の層の境の部分である。2度目の破壊はCTM12

ないしはCTM17で、地面から75cm付近で発生した。
この層は、20日からの積雪とそれ以前の積雪の境の部
分である。このことから、21日8時の弱層テストの時
は新雪の中でも降雪形態によって弱層となり得る層が
破壊したが、24日8時の弱層テストの時は新雪の中で
の破壊は見られず、20～21日の積雪と23日～24日の積
雪の境が弱層となっていた。

３． ４　密度と硬度の時間変化の特徴

図－7は、2月24日6時における積雪層1から層6まで
の雪温、密度、硬度の分布である。層1から層4までは
2月20日から21日に積雪した層であり、層5と層6は23
日に積雪した層である。これによると、積雪直後のた
め層5、層6は密度も硬度も小さい値となっているが、
時間が経過した層1から層4については、密度と硬度と
もに増加している。

図－8は、各積雪層における密度の時間変化を示し
ている。密度は時間の経過とともに増加する傾向とな
っているが、20日の降雪初期に降った層1～3と、降雪
後期に降った層4とでは、密度の増加傾向に明確の違
いが見られた。層1～3の密度の増加は層4と比べて緩
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図-6　観測期間中における積雪結晶写真

　　 a)2/21 8時採取　層4、b)2/21 8時朝採取　層3、
　　 c)2/21 8時採取　層2、d)2/23　12時採取　層3、
　　 e)2/23 12時採取　層2
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やかである。このことは、低気圧前面の雲による積雪
は密度が増加しにくい積雪であり、低気圧通過後の積
雪は、密度が増加しやすい積雪であったことを表して
いる。

図－9は、各積雪層の硬度の時間変化を示している。
ただし、硬度も密度と同様に増加傾向にあるものの、
初期の値が小さく、松下ら4)が本州で行った観測結果
と比較してもその後の値は小さいままに推移した。ま
た、降雪初期の層1～3と、降雪後期の層4との硬度の
比較においては、どちらの層も明確な違いが見られず、
線形近似においてもほぼ同じ直線となった。

３． ５　圧縮粘性率の特徴

図－10は、各積雪層の密度と圧縮粘性率の関係を示
している。密度は時間の経過とともに変化しており、
圧縮粘性率も時間の経過とともに変化している。20日
の日中に降った雪(層1、層2)は、圧縮粘性率が高い傾
向にあり、20日の夜間(層3、層4)、23日に降った雪（層5）
は、圧縮粘性率が低い傾向にあった。圧縮粘性率が大
きいということは、同じ上載荷重下においても、圧密
の進行が遅く、密度の増加がゆっくりであることを意
味する。最初に積もった積雪の密度が小さいことは、
一般的には雪の耐力も小さく、斜面上の積雪の安定性
が低下して雪崩がより発生しやすい状況になると考え
られる。

３． ６　雪崩発生調査

20日の降雪時は、雪崩発生のおそれがあるため、一
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図－７　 2月24日6時における層ごとの雪温(a)、密度(b)、

硬度(c)の鉛直分布

層 1～3 ρ=0.773t+35.029
R=0.944

層 4 ρ=1.038t+53.858
R=0.999

図－8　各積雪層における密度の時間変化

層 1～3 H=0.026t+0.433
R=0.912
層 4 H=0.026t+0.318
R=0.816

図－9　各積雪層における硬度の時間変化
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図-10　各積雪層における圧縮粘性率と密度の関係
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般国道236号野塚峠が20日20時30分から21日9時まで通
行止めとなった。通行止め解除直後に、斜面の状況を
観察したところ、小規模な雪崩の発生を複数箇所で確
認した(図－11)。目視観察した限りでは、20日からの
降雪によって新たに積もった積雪がはがれるように雪
崩が発生していた。木の根元を起点にしたかのように
雪崩が発生している箇所や、樹木の隙間や樹木を回避
して雪崩が流下した箇所などで雪崩が発生していた。

ただし、いずれも小規模な雪崩で、交通への影響は
全くなかった。

４．まとめ

短期間多量降雪時における雪崩発生の機構を解明す
るために、現地において積雪の密度と硬度の時間的変
化を観測した。その結果、低気圧の位置による降雪結
晶の違いが、後の密度や圧縮粘性率の違いにつながる
ことを示した。これらがどの程度、雪崩発生に影響す

るかは、今後の解析や調査の継続が必要と考える。原
田ら1)は過去の雪崩発生履歴と低気圧の接近のタイプ
を分類しており、最も雪崩発生の頻度が多かったのは、
低気圧が三陸沖を北東進する、いわゆる南岸低気圧に
よる降雪のタイプであった。2016-17冬期においては、
これらの低気圧の接近が見られず、観測はできなかっ
た。今後は、低気圧の接近するタイプによって、今回
観測した項目に違いが見られるか。また、広尾地区で
得られた結果と、他の地域で発生している短期間多量
降雪に伴う雪崩と共通する部分や、異なる部分が見ら
れるのかなどについて、調査解析を進めていきたい。

謝辞：現地観測にあたりまして、広尾町の大庭牧場様
には、観測箇所の提供や宿泊場所として大変お世話に
なりました。また、帯広開発建設部広尾道路事務所様
から、雪崩発生履歴の資料の提供を頂きました。ここ
に記して深く感謝申し上げます。
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