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雪崩発生条件を満たす降雪事例の頻度解析
Frequency Analysis of Snowfall Events Associated
with Avalanche Release Conditions
松下

拓樹

高橋

渉

高橋

丞二

MATSUSHITA Hiroki, TAKAHASHI Wataru and TAKAHASHI Joji

雪崩対策を計画し実施するためには、その箇所で発生する雪崩の規模と頻度などのハザード評価を行うことが重
要である。しかし、一般的には雪崩発生に関する長期の観測データが存在することは稀であり、雪崩の発生を直接
評価することは難しい。そこで、雪崩発生の気象条件を見出し、過去の気象データからその条件に適合する事例を
抽出して、雪崩の発生頻度解析を行う方法が考えられる。
また、現象の発生頻度は、一般的には確率分布を用いた手法により推定される場合が多いが、各種パラメータの
設定などデータの確率分布への適合性評価が必要となる。一方、ある閾値以上の自然現象の規模と発生数は、指数
やべき乗の関係で近似できることが知られている。この方法を活用することで雪崩の発生頻度を簡便に推定できる
可能性がある。
本稿では、過去数十年間の気象データから、雪崩発生条件に適合する降雪事例を抽出し、指数関数を用いて多量
降雪に伴う雪崩の発生頻度を簡便に推定する手法を検討した結果を報告する。
《キーワード：多量降雪；乾雪雪崩；発生頻度；指数関数；回帰分析》
Hazard assessment concerning avalanche size and frequency is an important procedure for the planning
of protection measures against avalanches. In general, avalanche hazard is not easy to evaluate directly
using observed data of avalanche occurrences because long-term data on avalanches is rare. However, using
meteorological data observed over a long duration to find the conditions associated with avalanche release
enables simple evaluation of avalanche hazard in terms of potential occurrence at a certain size and frequency.
In frequency analysis, the probability distributions of extreme values are commonly used to ascertain
the return period, but complex procedures, such as parameter setting, are necessary for fitting the data to
the probability distribution. On the other hand, the relationship between the frequency and size of natural
phenomena over a certain threshold can be approximated to exponential and/or power-law distributions. If the
approximation could be applied to avalanches, avalanche hazard could be evaluated easily.
We analyzed snowfall events associated with dry-snow avalanche release conditions using meteorological
data and examined the size and frequency of the avalanches by approximation of the events to exponential
distribution.
《Keywords：heavy snowfall；dry-snow avalanches；frequency；exponential function；regression analysis》
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われている。ある閾値以上の現象の規模と発生数が、

１．はじめに

指数やべき乗の関係で近似できるのであれば、これら
災害に関わる現象の規模や発生頻度を把握すること

を活用することで現象の発生頻度を簡便に推定できる

は、防災や減災の対策を計画するにあたり重要であ

可能性がある。しかし、雪崩発生条件に適合する降雪

る。雪崩の発生頻度や発生確率を求める方法には、同

事例の発生頻度に関して、この手法を用いた検討は行

じ箇所や地域における長期間の観測記録から直接求め

われていない。

る方法 、樹木の年輪などに残された雪崩による被害
1)

本稿では、雪崩の長期的な発生記録が無い地域にお

、過去の気象デー

ける簡易な雪崩発生頻度評価手法として、過去数十年

タから雪崩発生条件に適合する事例を調べて求める方

間の気象データから、雪崩発生条件に適合する降雪事

法 4)、降水量と関連付けて検討する方法 5)、雪崩発生

例を抽出して、簡便に多量降雪に伴う雪崩の発生頻度

に関わる地形や植生要素と関連付ける方法

を推定する手法を検討した。

の痕跡から間接的に調べる方法

2), 3)

6), 7)

などが

ある。しかし、雪崩の長期的な発生記録を有する地域
は非常に限られ、特に日本国内では雪崩の履歴データ

２．方法

から発生頻度を解析することは難しい。地形や植生要
素と雪崩の発生確率を関連付ける方法も、現地観測や

２．１

対象とする雪崩発生条件について

空中写真などによる雪崩発生の長期間かつ多数のデー

気象データを用いた雪崩の発生頻度解析の試みとし

タが必要である。また、樹木の年輪の変化や被害の痕

て、本稿では、多量降雪に伴う雪崩を対象とする。特

跡から雪崩発生年を特定する方法は、樹木の生育期間

に、短時間に多量の降雪がある場合、通常では雪崩が

内における雪崩の発生履歴を調べる有効な手段の一つ

発生しにくい樹林内でも雪崩が発生する 16)-18)。その

であるが、樹木に被害を及ぼす雪崩が同じ年に数回発

典型例が、2014年2月14日から15日にかけて関東甲信

生した場合や、積雪に埋まる若木では雪崩の発生を特

地方を中心とした地域の大雪事例で、図－1に雪崩発

定できないなどの課題があるほか、対象箇所の数多く

生箇所の分布を示す。雪崩(図－1の×)は関東甲信の

の樹木を調査する必要がある。一方、気象データから

広い範囲で数多く発生し19)、樹林内でも雪崩(図－1の

雪崩発生条件に適合する事例を調べる方法は簡便であ

●）16), 17)が発生した。また、落石防止用ネットなどを

るが、雪崩の発生を直接記録したものではなく、雪崩

積雪がすり抜けた事例(図－1の■)も発生した17)。

発生の可能性を示すものであり、事前に雪崩発生条件
を明確に定義する必要がある。

図－2は、樹林内で発生した雪崩とその他の雪崩の
発生条件を、近傍の気象データを用いて示したもの

災害に関わる現象の発生頻度は、一般的には確率分
布を用いた統計学的手法により推定される場合が多
桧枝岐

く、例えば年最大値を用いた極値統計解析により、そ
の再現期間値が求められる。しかし、極値統計解析を

▲

■●
Ｘ ▲

Ｘ

行うためには、データのプロット方法の検討や各種

Ｘ

▲

▲

パラメータの設定、確率分布への適合性評価などが

▲

味する。一方、極値データではなく、ある閾値を超過
するすべてのデータを活用する手法(POT解析: peaks

ＸＸＸ

▲

over threshold analysis) や閾値を超過したデータ
10)

関係13)や地すべり14)、雪崩15)に対して同様の検討が行
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河口湖

series)11)により、現象の頻度解析を行うことがある。

の代表例である。その他、降雨事例の頻度と降雨量の

Ｘ▲

Ｘ

▲

●

から年最大値を求める方法(PDS法: partial duration

られており、例えば地震の規模と発生数の関係12)がそ

Ｘ

Ｘ

▲

Ｘ みなかみ

▲

することは、極値以外のデータが持つ情報の損失を意

数分布やべき乗の関係で近似できることが古くから知

●

ＸＸ
Ｘ

Ｘ

▲

必要となる8), 9)。また、極値データのみを選んで解析

また、ある閾値以上の自然現象の規模と発生数は、指

▲

0

100km

図－1

●
×
■
▲

樹林での雪崩
その他の雪崩
対策施設のすり抜け
気象観測所（気象庁）

2014年2月14-15日の大雪に伴う雪崩発生箇所

●：樹林内で発生した雪崩16), 17)、×：その他の雪崩19)、■：
落石ネットなどの対策施設を積雪がすり抜けた箇所17)、▲：
気象庁のアメダス気象観測所。



3

で、各気象観測所の降雪期間の中で12時間の降雪深が

70

定値16), 17)で、斜面積雪に作用するせん断方向の応力と

60

安定で雪崩が発生しやすい状況と考えられる。図－2
より、雪崩(●と×)は斜面積雪の安定度SI が2.0以下
となる条件で発生しており、特に樹林内における雪崩
(●)はさらに安定度SI が小さい条件で発生したと推定

河口湖

降雪深 S12 (cm)

る16)-18)。図中に示す実線は、斜面積雪の安定度SI の推
積雪強度の比で表され、SI が小さいほど斜面積雪が不

－４℃以下

80

最も大きくなったときの平均気温と降雪深の関係であ

桧枝岐

50

みなかみ

40

４５cm以上

30

SI = 1.5

20

される。この条件となったのは、群馬県のみなかみ、

2.0

10

福島県の桧枝岐、山梨県の河口湖、埼玉県の秩父で、

3.0

0

降雪時の平均気温が-4℃以下で、降雪深が12時間で

-8

45cm以上(図－2の赤枠内)となる短時間多量降雪に伴
い雪崩が発生した。さらに、植生条件や斜面勾配など
も考慮した樹林内における雪崩発生条件を検討した結
果18)によると、12時間の降雪深の条件は斜面勾配に応
じて45～50cmとなる。これに加え、降雪前にある程度
の積雪が存在することも樹林内における雪崩発生に必
要な条件である20)。以上、多量降雪に伴う樹林内の雪
崩発生条件16)-18), 20)をまとめると、次のとおりである。
・降雪深S12：12時間で45cm以上(斜面勾配45ﾟ)また
・気

秩父

図－2

-6

-4

気温 T12

-2

0

(oC)

2014年2月14-15日の大雪に伴う雪崩発生条件

雪崩発生箇所近傍の各気象観測所における降雪期間のうち
連続する12時間の降雪深の最大値S 12と平均気温T 12の関係
（既往文献16)-18)の図を基に作成）。斜面積雪の安定度SI（実線）
は、気温と降雪深を用いた計算値16), 17)。● : 樹林内で発生
した雪崩、×: その他の雪崩、■ : 落石ネットなどの対策施
設を積雪がすり抜けた事例。

る。解析を行った期間は、冬季を11月から翌年の4月

は50cm以上(斜面勾配30ﾟ)

までとして、みなかみは1989年11月1日から2017年4月

温T12：-4℃以下(上記12時間の平均気温)

30日までの28冬季(年)、桧枝岐は1982年11月1日から

・積雪深SDb12：50cm以上(上記12時間の1時間前)

2017年4月30日までの35冬季(年)である。
降雪事例を抽出するため、まず降雪開始後の1時

本稿では、気象データを用いた雪崩の発生頻度解析

間間隔の積雪深差の正値を累積して、これを降雪深

の試みとして、上記の短時間多量降雪に伴う樹林内に

S(cm)とした(図－3)。ここで、降雪の中断(積雪深差

おける雪崩発生条件に着目することとする。

≦0cm)が5時間未満であれば一つの降雪事例とした。
以下では、特にことわらない限り、降雪深Sは“ひと

雪崩発生条件となる降雪事例の頻度解析方法

降り”の降雪深とする。本稿では、降雪深Sが30cm以

大雪や豪雪などの降雪の発生頻度に関するこれまで

上となる降雪事例を対象とし、図－3の例では、2つの

の調査では、日降雪深や日降水量などの日単位のデー

降雪事例のうち最初の事例①のみを解析の対象とし

タが用いられる場合

た。このように抽出した降雪事例について、降雪深S

２．２

が多い。しかし、より短い時

21), 22)

間で降る大雪の発生頻度を評価するためには、時間単
位の観測値を用いることが望ましい。本稿では、気象

出を行い、上記２.１の雪崩発生条件に適合する降雪
事例の発生頻度を簡易に推定する手法を検討する。
本稿で頻度解析を行うのは、気象庁アメダスの群馬

積雪深差（cm）

を用いて、“ひと降り”の降雪深に着目した事例の抽

12時間降雪深の
最大値S12 = 33cm

6
5
4

降雪事例②

降雪事例①

7

積雪深
= 54cm

3

降雪中断

140

積雪深

120
100

積雪深差

80

降雪深
S=50cm

60

2

S=26cm 40

県みなかみ(北緯36度48.0分、東経138度59.5分、標高

1

20

531m)と福島県の桧枝岐(北緯37度00.6分、東経139度

0

22.5分、標高973m)である。これらの地点は、図－2
に示す樹林内における雪崩発生条件となった箇所であ
4

積雪深，降雪深S （ｃｍ）

庁アメダスにおける積雪深の1時間間隔の観測データ

0
0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12

時刻（X月1日～3日）

図－3

降雪事例の抽出と降雪深 S および S12の算出の例
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の5cmごとの事例数nを求め、降雪深Sの大きい階級か

を5cm(例えば、30cm以上、35cm未満)とした場合の

ら事例数nを累積して、それを観測年数で除した。こ

各階級の事例数nである。また、図には、降雪深がS以

の値を、降雪深がS以上となる発生率F(S≤)(数/年)と

上となる発生率F(S≤)も示す。みなかみと桧枝岐とも

した。以上のように求めた降雪深Sと発生率F(S≤)の

に、降雪深Sが大きいほど事例数nは少なくなり、降雪

自然対数について、両者が指数関係に従うと仮定して

深がS以上となる発生率F(S≤)は低下する。降雪深が

回帰分析を行った。

50cm以上となる事例の発生率は、みなかみで2.96(1年

次に、抽出した降雪事例を対象に、降雪期間の中で

に3回程度)、桧枝岐で4.31(1年に4回程度)である。ま

12時間の降雪深が最大となる期間を調べ(図－3)、12

た、降雪深が100cm以上となる事例の発生率は、みな

時間の降雪深の最大値S 12とその期間の平均気温T 12を

かみで0.25(4年に1回程度)、桧枝岐で0.74(1.4年に1回

求めた。ただし、降雪期間が12時間未満の事例は、解

程度)である。

析の対象としなかった。図－3に示す例では、事例①

図－5は、降雪深Sと降雪深がS以上となる事例の発

の降雪期間の中で、10時から21時までの12時間が、降

生率F(S≤)の自然対数の関係をみたものである。本稿

雪深S12が最大となる期間である。さらに、上記２.１

では、自然対数を“ln”と記載する。図中の実線は回

で示した雪崩発生条件に適合する事例の発生頻度を調

帰直線、r 2は決定係数(相関係数rの二乗)である。み

べるため、平均気温T12が-4℃以下で、この12時間の1

なかみと桧枝岐ともに両者の間に統計的に有意な直

時間前の積雪深SDb12が50cm以上である事例を抽出し

線関係(有意水準1%)がみられることから、両者は指

た。そして、12時間の降雪深S12とその発生率F(S12≤)

数関係にあるといえる。回帰式から推定される降雪深

の関係が指数関係に従うと仮定して、降雪深S 12と発
生率F(S12≤)の自然対数に対して回帰分析を行った。
3

３．１

降雪事例の発生頻度

降雪事例を抽出した結果、みなかみで227、桧枝岐
で317の事例が得られた。図－4は、降雪深Sの階級幅

60

12

8

30

6

2.96 降雪深がS以上となる発生率 F(S≤)

20
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0
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降雪深 S （cm）
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降雪深Sの5cmごとの事例数 n

40
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4.31

20

降雪深がS以上となる発生率 F(S≤)
0.74
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0
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8
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4
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(b)桧枝岐

50

40≤

50≤

図－4

60≤

70≤

80≤

90≤

降雪事例の降雪深の度数分布

降雪事例の降雪深Sの5cmごとの事例数nと降雪深がS以上と
なる発生率F(S≤)。
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３．結果

50

100

降雪深 S (cm)

150

降雪深Sと降雪深がS以上となる発生率の関係

図－4に示す降雪深Sと降雪深がS以上となる事例の発生率
F(S≤)の自然対数の関係。図中の実線は回帰直線、r2は決定
係数、ncは回帰分析に用いた事例の階級数。
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50cm以上の事例の発生率は、みなかみで3.30、桧枝岐

と桧枝岐の事例数は、降雪深S12が30cm以上かつ35cm

で4.76、また降雪深100cm以上の事例の発生率は、み

未満の場合に最も多い結果となった。降雪深S 12 が

なかみで0.28、桧枝岐で0.55であり、観測値と同程度

45cm以上となる事例、つまり２.１で示した短時間多

の発生率が回帰式から推定された。よって、図－5の

量降雪に伴う樹林内での雪崩発生条件に適合する事例

ように、発生率の自然対数をとって単回帰分析を行う

の発生率は、みなかみで0.18(5.5年に1回程度)、桧枝

ことにより、降雪深Sがある値を超過する事例の発生

岐で0.51(2年に1回程度)であった。また、降雪深S12が

率の推定を簡便に行うことができると考えられる。な

50cm以上となる事例の発生率は、みなかみで0.04(25

お、降雪深(規模)とその発生率の自然対数との間に直

年に1回程度)、桧枝岐で0.31(3年に1回程度)であった。

線関係があるということは、降雪事例の発生率が、確

次に、12時間の降雪深の最大値S 12と、降雪深がS 12

率分布のうち、指数分布を含む一般化Pareto分布に従

以上となる発生率の間に指数関係が成り立つかを調べ

うといえる。

た。図－7は、降雪深S12と降雪深がS12以上となる事例
の発生率F(S12≤)の自然対数の関係をみたものである。

３．２

雪崩発生条件を満足する降雪事例の発生頻度

図中の回帰直線(実線)は、降雪深S12が30cm未満とな

上記３.１の降雪事例の降雪期間のうち、12時間の

る事例(図中の白抜き○)を除いて求めた。その結果、

降雪深が最大となる期間の平均気温T12が-4℃以下で、

回帰分析に用いた事例数は、みなかみで36、桧枝岐で

この12時間の1時間前の積雪深SD b12が50cm以上であ

118となった。各箇所とも、図－5の降雪事例と同様に、

る事例を抽出した結果、みなかみで56、桧枝岐で205
の事例が得られた。図－6は、12時間の降雪深の最大
値S12の階級幅を5cmとした場合の各階級の事例数nと、

が大きいほど事例数nは少なくなり、降雪深がS12以上
となる発生率F(S 12≤)は低下する。ただし、みなかみ
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図－4の事例の降雪期間のうち連続する12時間の降雪深の
最大値S 12の5cmごとの事例数nと降雪深がS 12以上となる発
生率F(S12≤)。ただし、12時間の平均気温T12が-4℃以下で、
この12時間の1時間前の積雪深SDb12が50cm以上の事例。

lnF(S12≤) = -0.171S12 + 5.63

1

r² = 0.945

0

nc = 5

-1
-2
-3
-4
0

20

40

80

(b) 桧枝岐

2
1
0
-1
-2
-3

lnF(S12≤) = -0.138S12 + 5.46

-4

r² = 0.995, nc = 7

-5
0

図－7

60

降雪深 S12 (cm)

3

80≤

降雪事例の12時間降雪深の最大値の度数分布

(a) みなかみ

2

-5

0
10≤

6

ln (発生率 F(S12≤))

降雪事例と同様に、みなかみと桧枝岐ともに降雪深S12

3

ln (発生率 F(S12≤))

降雪深がS12以上となる発生率F(S12≤)である。図－4の

20

40

60

降雪深 S12 (cm)

80

降雪深S12と降雪深がS12以上となる発生率の関係

図－6に示す降雪事例の12時間降雪深の最大値S 12と降雪深
がS12以上となる発生率F(S12≤)の自然対数の関係。図中の回
帰直線(実線)は、降雪深S12が30cm未満の事例(○)を除いて
求めた。r2は決定係数、ncは回帰分析に用いた階級数。
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降雪深S12とその発生率F(S12≤)の間に統計的に有意な
される降雪深S 12が45cm以上となる事例の発生率は、
みなかみで0.13、桧枝岐で0.47、また降雪深S12が50cm
以上となる事例の発生率は、みなかみで0.05、桧枝岐
で0.24であり、前述した観測値と同程度の発生率が回
帰式から推定された。よって、図－7のように、発生
率F(S12≤)を対数変換して単回帰分析を行うことによ
り、気温T 12が-4℃以下で12時間の降雪深S 12がある値

100.00

発生率 F(S≤), F(S12≤)

直線関係(有意水準1%)がみられる。回帰式から推定

r2 = 0.945

10.00

r2 = 0.990
1.00

0.05

規模(値)の小さい現象の発生頻度は、直線関係から外
れることが示されている

13), 14)

。よって、図－7のよう

な直線関係は、ある値(規模)以上の事象に対して成り
立ち、その閾値を、対象とする現象に応じて箇所ごと

発生率 F(S≤), F(S12≤)

について、
降雨や地すべりなどの他の事象の解析でも、

100.00

を推定できると考えられる。ただし、この手法によっ
て雪崩の発生頻度解析を行う場合は、気象データを用

150

r2 = 0.995
logF(S≤) = -0.0188 S + 1.62
r2 = 0.972
1.00

0.48
0.24

0.10

(b) 桧枝岐
0

率に加えて、気象データを用いた雪崩発生条件に適合

100

logF(S12≤) = -0.0598 S12 + 2.37

0.01

以上より、降雪事例の“ひと降り”の降雪深の発生

や図－7に示す単回帰分析により、簡便にその発生率

50

降雪深 S, S12 (cm)

10.00

に確認することが必要となる10)。

する事例の発生率も指数関係にあることから、図－5

(a) みなかみ
45

0

樹林内で雪崩が発生する可能性のある事例の発生頻度

S12が30cm未満となる事例が回帰直線から外れること

0.12

0.10

る回帰式が得られた。つまり、短時間多量降雪に伴い

なお、図－7において、みなかみと桧枝岐の降雪深

logF(S≤) = -0.0215 S + 1.60

0.01

(45cmまたは50cm)を超過する事例の発生率を推定す

の推定を簡便に行うことができると考えられる。

logF(S12≤) = -0.0743 S12 + 2.44

図－8

45

50

100

降雪深 S, S12 (cm)

150

降雪深と発生率の関係

図－5の降雪事例の降雪深S(●、●)および図－7の12時間
降雪深の最大値S12(●、●)と発生率(F(S≤)、F(S12≤))の関
係。縦軸は対数スケール。破線と実線はそれぞれの回帰直
線、r2は決定係数。

いた雪崩発生条件を明確に定義する必要がある。
対数のどちらを用いても、降雪深の頻度解析を簡便に

４．議論

行うことができる。本稿では、統計学の確率分布で使
４．１

本稿で示した頻度解析手法の活用について

降雪事例や雪崩発生条件に適合する事例の発生頻度
の解析手法として、発生率の対数をとって単回帰分析
を行う方法は簡便である。本稿では、降雪深とその発

用される自然対数を用いたが、実用上、常用対数を用
いた方が図の縦軸の発生率(数値)の意味が分かりやす
い。
本稿では、降雪深がある値以上となる発生率につ

生率の自然対数の関係、つまり指数関係を活用した。

いて解析を行ったが、同様な手法によって、降雪深

自然現象の規模と発生率の関係は、常用対数(本稿で

がある値となる発生率、例えば降雪深が30cm以上か

は“log”とする)を用いても自然対数と同様の統計的

つ35cm 未満となる発生率の推定も行うことができ

有意水準で求めることができる23)。図－8は、図－5の

る23)。また、２日連続降雪深など任意の期間の降雪深

降雪事例の降雪深Sおよび図－7の12時間降雪深の最大

の発生頻度解析も行うことができる。よって、降雪や

値S 12と発生率の常用対数の関係である。雪崩発生条

大雪に関連した対策、例えば除雪体制を計画するため

件となる降雪深S12が45cmまたは50cm以上となる事例

の降雪深とその頻度の推定や、融雪施設の設計降雪深、

の発生率(図の色付き数字)に着目すると、常用対数を

建築物の屋根雪荷重の算定などに活用することができ

用いた回帰式から得られる推定値は、自然対数を用い

ると考えられる。また、本手法によって、予め降雪深

た場合とほぼ同じ値である。よって、自然対数と常用

とその発生率の関係(回帰式)を求めておくと、今後予
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想される降雪深が、対象箇所においてどのくらい頻繁

模(降雪深)の大きい事例の数が少ない場合には、同じ

に起こる(平均的に何年に1回相当の)降雪なのか、ま

発生率の階級が続くことになる。そのため、規模と発

たはこれまでに経験のない稀な降雪なのかを事前に把

生率の関係図において、データが階段状に分布して回

握することができる。これにより、大雪や雪崩などに

帰直線から外れる階級が生じる23)。(２)について、解

対する予防的対策や事前準備の参考資料として用いる

析対象とする現象の規模に応じた閾値を自由に設定で

ことも、本手法の活用の可能性の一つとして考えられ

きると解析の幅が広がると考えられる。しかし、実際

る。

は、図－4や図－6のような度数分布(ヒストグラム)を

また、本稿で示した頻度解析で得た降雪深を、乾雪

作成することが重要であり、頻度(度数)が最も大きい

表層雪崩の発生層厚として雪崩運動シミュレーション

階級が閾値の下限になると考えられる。また、(３)に

の入力条件として活用することにより、30年や50年、

関して、気象データを用いて雪崩発生条件となる事例

100年など異なる発生率(または再現期間)に相当する

の頻度解析を行う場合は、可能であれば実際に雪崩が

雪崩の到達範囲と衝撃力を推定することができると考

発生したときの気象データ(事例)を含むことが望まし

えられる。例えば、ヨーロッパや北米において実施さ

い。もし、雪崩発生条件に適合する事例を含まない気

れている雪崩対策の計画のためのゾーニングやハザー

象データを用いる場合や、短い観測期間の気象データ

ドマップの作成 に、気象データを用いた頻度解析か

を使う場合は、雪崩発生条件となる事例の発生率が外

ら得た雪崩発生条件に適合する降雪深を活用するとい

挿近似で求められたものであることに留意する必要が

う方法がある。ただし、この方法では、新たに積もっ

ある。

24)

た積雪がすべて崩落することを仮定しており、この新
積雪の内部で崩落が起こって雪崩が発生する場合は、

５．おわりに

雪崩の規模(発生量)を過大評価することになる。一
方、降雪前にすでに存在する積雪の内部に弱層があっ

降雪事例などの自然現象の発生頻度の解析手法とし

て、新たな降雪によって弱層への応力が増して、そこ

て、発生率の対数をとって単回帰分析を行う方法は簡

から雪崩発生に至る場合は過小評価となる。このよう

便である。本稿では、この手法によって、気象データ

な不確定な要素による影響を考慮する一つの方法とし

を用いて雪崩発生条件に適合する降雪事例を抽出し

て、雪崩の到達範囲や衝撃力の再現期間値を算出する

て、その発生頻度を推定する回帰式が得られることを

にあたり、地形や植生の要素と関連付けながら、それ

示した。国内では、同一箇所における雪崩の長期間に

ぞれの再現期間値に対する統計的な信頼区間を推定し

わたる発生記録は皆無であり、雪崩発生に関して直接

て評価する手法 などがある。

的な頻度解析を行うことは難しい。しかし、本稿で示

25)

した気象データを利用して雪崩の発生頻度を推定する
４．２

本稿で示した頻度解析手法の留意点

手法は簡便で有用であると考えられる。ただし、この

本稿で示した発生率の対数に対して単回帰分析を行

手法により雪崩の発生頻度解析を行う場合は、解析結

う方法は簡便であるが、この方法により自然現象の発

果が雪崩発生の可能性を示すものであることに留意

生頻度解析を行う際の留意点について、降雪事例に対

し、事前に気象データを用いた雪崩発生条件を明確に

する検討結果 と合わせてまとめると、次のとおりで

定義する必要がある。

23)

ある。
(１)突出データの存在や事例数に応じた適切な階級

参考文献

幅を設定することが必要である。
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合であり、その閾値の設定が重要 である。
10)
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