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短時間多量降雪時の雪崩発生リスクを簡便に把握する手法
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面積雪の安定度と硬度を指標にした樹林内における雪

１．はじめに

崩発生条件を提案した7）。著者らの検討以外の既往研
冬期道路管理において、雪崩対策は交通の安全を図

究では、多量降雪時の雪崩発生条件11）～14）や降雪時の

るため重要である。雪崩対策には、施設による対策と、

気象条件から雪崩発生を統計的に判別する方法15）な

通行規制や法面除雪などの管理による対策がある。管

どが検討されてきたが、これらの方法では斜面積雪の

理による対策のうち、降雪中あるいは降雪直後の雪崩

安定性を考慮した理論計算や多くの気象観測要素が必

発生の可能性判断では、新たに積もった雪の量（積雪

要となるなど、雪崩対策の現場での活用には課題があ

1）

深の差または降雪深）を用いる場合 が多く、雪崩発
2）

生と一連続降雪深との関係 や3日連続降水量との関
3）

係 などの調査例がある。しかし近年、短い時間にお
ける集中的な多量降雪による雪崩の発生が各地で報告
され

4）～8）

ると考えられる。雪崩対策の現場では、すぐに入手で
き、かつ少ない気象観測要素を用いて容易に雪崩発生
の可能性を判断できる手法の導入が望まれる。
ここでは、短時間多量降雪時の雪崩発生リスクを気

、普段は起きにくい樹林帯でも雪崩が発生

象観測データに基づいて簡便に把握することを目的

する 4）～7）など降雪深だけでは雪崩発生の可能性を判

に、山梨県河口湖（図－2）を例に、2014年2月の大雪

断できない事例がみられる。また、短時間多量降雪時

事例と過去の大雪事例の降雪状況と雪崩発生との関連

には、雪崩が同時多発的に発生することも特徴の一つ

性を比較検討した結果を報告する。

である

5）8）

。最近の短時間多量降雪による雪崩の発生

事例として、2014年2月14日から16日にかけて本州南

２．データと解析方法

岸を通過した低気圧による関東甲信地方を中心とした
地域の記録的な大雪事例（図－1）が記憶に新しい。
このような背景から、著者らは短時間の多量降雪に
7）～10）

伴う雪崩発生条件について再検討を行っている

解析には、山梨県河口湖（気象庁アメダス、北緯：
35ﾟ30.0′、東経：138ﾟ45.6′、標高：859.6m）の気温、

。

積雪深、降水量の観測値を用いた。対象期間は、1時

例えば、著者らがこれまでに行った2014年2月の短時

間間隔の観測値が得られる1990年1月から2018年2月ま

間多量降雪に伴う雪崩発生条件に関する検討では、雪

での期間である。ただし、2003年10月以前の積雪深と

崩発生箇所近傍の気象観測データを用いて、降雪時の

降雪深は、9時と15時の観測値である。

気温と降雪強度、およびそれらを用いて推定される斜

図－1

2014年2月14～15日の大雪に伴う
雪崩発生事例
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大雪事例は、一つの降雪期間の降雪深（積雪深差の

図－2

2014年2月の山梨県河口湖の積雪深と降雪深
事例⑧と⑨の詳細は、表－1を参照。
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表－1

河口湖における降雪深30cm以上の大雪事例
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合計）が30cm以上となる事例とした。1時間間隔の積

ある。この表より、河口湖で降雪深が30cm以上とな

雪深の観測値がある場合は、その差が正である場合を

った事例は、2014年2月の2事例を除くと9事例であ

降雪ありと判断して、降雪の中断が5時間未満であれ

る。これらの事例のうち降雪期間中または降雪直後に

ば一つの降雪期間とした。降雪深（cm）は降雪期間

河口湖周辺で雪崩の発生記録が確認できたのは、2014

における積雪深差の合計とし、降雪強度（cm/h）の

年2月14～15日（事例⑨）5）6）のみである。アメダス

平均値は降雪深を降雪期間（h）で除して求めた。積

河口湖と雪崩発生箇所の位置を図－3に示す。これら

雪深の1時間観測値が無い場合、降水量と気温から降

の雪崩により、車両の埋没やバンガロー等の建物の倒

雪期間を判断し、9時と15時の積雪深や降雪深の観測

壊などの被害が生じた5）6）。

値から降雪深と降雪強度を求めた。また、降雪期間の
合計降水量（mm）と平均降水強度（mm/h）も求め
た。

３．２

2014年2月の大雪事例の降雪状況の特徴

2014年2月14～15日の大雪時（事例⑨）の特徴は、
短時間に多量の降雪があり、樹林帯で雪崩が発生した
ことである7）。樹林帯で雪崩が発生する時の特徴とし

３．結果

て、降雪時の気温が低くて降雪強度または降雪深が大
３．１

過去の大雪事例

表－1は、河口湖の1990年1月から2018年2月までの
期間において降雪深が30cm以上となった大雪事例で

きいことが指摘されている7）16）。また、短時間多量降
雪時の雪崩発生に関する重要な気象要素の一つに、時
間あたりの積雪深の増加量や降雪強度がある11）～13）。
以上のような短時間多量降雪時の雪崩発生に関する
特徴を考慮して、表－1の各大雪事例の降雪期間にお
ける平均気温と降雪深の関係をみたのが図－4であ
る。図－4より、各事例の降雪期間の平均気温と降雪深
を比べると、2014年2月の２事例（図中の■）は、過去
の事例（図中の○）より降雪時の気温が低い。さらに、
2014年2月14～15日の事例は降雪深が100cmを超え他
の事例の降雪深より1.5～3.2倍程度大きい。また、図
－5は、各大雪事例の降雪時間と降雪強度の関係であ
る。図－5の降雪時間と降雪強度の関係において、

図－3
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アメダス河口湖と2014年2月14 ～ 15日の大雪事例
⑨に伴う雪崩発生箇所の位置

2014年2月14～15日の事例は、降雪強度が3.9cm/hと
最も大きく、かつ降雪時間が29時間と最も長かった。
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以上、図－4と図－5より、2014年2月14～15日の大
雪事例⑨は、気温が比較的低くて降雪強度の大きい状
態が長時間継続したことが他の事例と比べて大きく異
なる特徴といえる。
３．３

雪崩発生リスクを簡便に把握する手法

3.2節で示した、雪崩が発生した2014年2月14～15日
の大雪事例（事例⑨）の降雪時の特徴は、図－6で示
す降雪強度と降雪深の関係においてもみられ、降雪強
度と降雪深が他の大雪事例に比べて大きかったことが
わかる。ただし、図－6より、2014年2月14～15日の大
雪事例⑨の雪崩発生前12時間の平均降雪強度と降雪深
図－4 大雪事例の降雪期間の平均気温と降雪深の関係
■は2014年2月の大雪事例、○はその他の大雪事例。

の関係（図中の■）をみると、降雪深は60cm程度と他
の大雪事例とそれほど大きな違いはないが、降雪強度
が5cm/hであり、他の大雪事例に比べて強い降雪状況

図－5 大雪事例の降雪時間と平均降雪強度の関係
■は2014年2月の大雪事例、○はその他の大雪事例。

図－7

図－6

大雪事例の降雪期間の平均降雪強度と累計降雪深の
関係
■は2014年2月の大雪事例、○はその他の大雪事例。■は事
例⑨において最初の雪崩が発生する前12時間。
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2014年2月の大雪事例の降雪強度と積雪深の時系列
と雪崩発生との関係
（a）2月14～15日（事例⑨）、（b）2月8日（事例⑧）。■
は雪崩が発生した時刻。赤破線の右上の領域は、積雪深が
50cm以上かつ降雪強度が6cm/h以上の状況を示す。
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摩擦抵抗力として作用して斜面積雪を支えたために、
雪崩が発生しなかったと考えられる。一方、事例⑨
は、その一週間前の事例⑧の積雪が残る状況での多量
降雪となった（図－2）。つまり、ある程度の深さの
積雪によって地表面の凹凸が埋められて平滑化した斜
面積雪の上に、多量降雪による不安定な積雪が形成さ
れたため雪崩が発生したと考えられる。
なお、図－7（a）の事例⑨では、雪崩は河口湖周辺
で、2月14日19時頃と翌15日の6時30分頃に2回発生し
た（図－3）。これらの雪崩は同じ箇所で発生したもの
ではないが、このときの雪崩の発生状況として同じ箇
図－8

2014年2月14～15日の大雪事例⑨の降雪強度と積雪
深の時系列と雪崩発生との関係
破線は最初の雪崩、実線は２回目の雪崩。

所で複数回にわたって雪崩が発生したとの報告5）6）が
ある。そこで、図－7（a）の事例⑨において、最初の
雪崩の発生によってそれまでに積もった雪が崩れ落ち
たと仮定して、そこから再び雪が積もり始めたと考え
ると図－8のようになる。図－8は、降雪強度と積雪深の

にあったことがわかる。つまり、降雪期間全体の平均

関係について、降雪開始後から最初の雪崩発生まで

的な降雪状況（図－4、図－5）に着目することも大切

と、最初の雪崩発生後から2回目の雪崩発生までを重

だが、雪崩発生の観点からは、より短時間の降雪状況

ねたものである。図－8より、2回目の雪崩も、降雪が

も考慮する必要があると考えられる。

続く状況で積雪深が50cm以上となり、降雪強度が6

そこで、図－7は、2014年2月の２つの大雪事例⑧と

cm/h以上となった数時間後に発生したことがわかる。

事例⑨について、降雪強度と積雪深の時系列と雪崩発

以上より、図－7で示した積雪深50cm以上かつ降雪

生との関係をみたものである。図－7は、図中の実線

強度6cm/h以上の条件（図中の赤破線の右上の領域に

が下から上に向かうにつれ、そのときの降雪強度に従

相当する）が、他の地域で成り立つかは今後のさらな

って積雪深が増えていく時系列変化を示している。図

る検討が必要だが、図－7の降雪強度と積雪深の時系

－7（a）の2014年2月14～15日の大雪事例⑨をみる

列的な関係は、短時間多量降雪時の雪崩発生リスクを

と、河口湖周辺における雪崩は、積雪深が50cm以上に

簡便に把握する手法として活用できる可能性がある。

なり降雪強度が6cm/h以上の強い降雪となった1～2時

特に、図－7は、気象庁アメダスや道路テレメータ等

間後に発生したことがわかる。試みとして、図には積

で観測されている積雪深のみを用いているため汎用性

雪深50cm以上で降雪強度6cm/h以上の状況を破線で

が高い。そのため、将来的に短時間多量降雪時の雪崩

示した。一方、雪崩が発生しなかった2014年2月8日の

発生リスクのリアルタイムな把握に活用できると考え

事例⑧（図－7（b））をみると、降雪強度が6cm/hに

られる。

達した時間があったものの、それ以上の強い降雪とは
ならず、またそのときの積雪深は50cm未満であった。

４．考察

雪崩発生における降雪強度の重要性については、斜
面積雪の安定性を考慮した理論的または統計的な検討

3章では、積雪深や降雪強度など雪に関する観測値

11）

に着目して、雪崩発生との関係を検討した。しかし、

によると、降雪強度が4～6cm/h程度以上の強い降雪

積雪深を観測していない箇所では、積雪深の代わりに

が数時間続いた後に雪崩が発生しやすいことが指摘さ

降水量を用いることが考えられる。そこで、降水強度

れている。2014年2月14～15日の大雪事例⑨もこの条

や降水量の観点からもこれらの大雪事例の比較を行う

件に整合しており、この降雪状況をより単純化して示

こととする。ただし、2014年2月14～15日（事例⑨）

した一つの例が図－7であると考えられる。

は降雪期間後半の7時間の降水量が欠測しており、こ

でも指摘されている

11）～13）

。例えば、遠藤（1993）

また、図－7における事例⑨と事例⑧の違いは積雪

の欠測期間を除いた値を用いて比較を行った。図－9

深にある。雪崩が発生しなかった事例⑧の降雪は積雪

は、表－1の各大雪事例の降水強度と降雪強度の関係

深0cmからの降雪（図－2）であり、地表面の凹凸が

である。図－9をみると、降水強度と降雪強度はおお
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図－9 大雪事例の平均降水強度と平均降雪強度の関係
■は2014年2月の大雪事例、○はその他の大雪事例。

図－10 大雪事例の平均気温と降水量と降雪深の比の関係
■は2014年2月の大雪事例、○はその他の大雪事例。

むね一対一の比例関係にあり、降雪強度が大きければ

きる可能性を示した。また、短時間多量降雪時の雪崩

基本的に降水強度も大きいといえる。雪崩が発生した

発生に関わる二次的な気象要素として、気温や降水量

事例⑨の降水量に欠測が生じたため、降水強度を用い

にも着目することが重要であると考えられる。

た図－7のような検討はできないが、積雪深の観測を

もっとも今回解析対象としたのは大雪の11事例で、

行っていない地域では、降雪強度や積雪深の代わりに

実際に雪崩が発生したのは1事例にすぎないが、ここ

降水強度や降水量を用いて、図－7のような雪崩発生

で提案した積雪深と降雪強度の時系列変化図（図－7）

に関する検討ができると考えられる。

に基づく雪崩発生リスクの評価方法は、積雪深の観測

また、図－10に降水量と降雪深の比（積雪の密度に

値があれば簡単に作成することができ、十分なデータ

関連）と気温の関係を示す。2014年2月の事例⑧と事

に基づいた検証ができれば実用的と考えられる。加え

例⑨は、他の事例に比べて、降水量と降雪深の比が比

て、他の地域への活用の際は、あらかじめ過去の雪崩

較的小さくて気温が低いため、密度の小さい積雪が形

発生時の積雪深と降雪強度の時系列図を作成して、そ

成された可能性がある。密度が小さいと、積雪の強度

の地域における雪崩発生時の積雪深と降雪強度の関係

も一般的に小さい

17）

ので、雪崩が発生しやすい脆弱

を調べておくことが望ましい8）。

な積雪が形成された可能性があると考えられる。この
ように、短時間多量降雪時の雪崩発生に関連する気象
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