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地震時の雪崩発生条件に関する検討
―2013年2月の栃木県北部地震の事例―
（独）土木研究所 寒地土木研究所 雪氷チーム
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2013年2月25日、栃木県北部を震源とする地震が発生し、多数の雪崩を誘発した。この地震に
よる雪崩の発生条件を明らかにするため、雪崩の発生状況に関する現地調査と積雪断面観測を
行なった。その結果、雪崩は規模の小さいものを含めると100箇所以上で発生し、その多くは表
層雪崩であった。積雪断面観測によると、雪崩のすべり面に対応して積雪内に硬度の小さい弱
層が存在した。積雪断面観測の結果に基づいて、地震時の雪崩発生条件として地震動の水平加
速度を考慮した斜面積雪の安定度を試算したところ、地震動による斜面積雪の安定度の低下が
示された。よって、安定度を用いて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。
キーワード：自然災害、災害情報、除雪･防雪、雪崩、地震

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および日本
2013年2月25日16時23分頃、栃木県北部（北緯 36.9ﾟ、
などで報告されている1)。これらの雪崩事例を用いて、
Podolskiyら(2010)1)は、地震誘発雪崩の発生条件として、
東経 139.4ﾟ）において、マグニチュード6.3の地震が発生
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
した。震源地の日光市奥鬼怒では、この地震に伴って多
べた。また、上石ら(2012)2)は、2011年3月12日のマグニ
数の雪崩や土砂崩壊が発生した。特に、奥鬼怒温泉へ通
じる道路は、雪崩によって道路上に堆積した多量の雪の
チュード6.7の長野県北部地震で発生した雪崩の発生区
ために通行ができなくなり、温泉施設の51名が、除雪や
で積雪断面観測を行い、それに基づいて地震時の斜面積
土砂の除去が完了するまでの約24時間孤立した。このよ
雪の安定度について検討を行った。さらに、地震動を考
うに、大規模な地震が発生した場合、被災状況の把握と
慮した斜面積雪の安定度に関しては、Chernoussら(2002)3)、
救助活動を迅速に行う必要があるが、積雪期においては、 松澤ら(2007)4)、Pérez-Guillénら(2013)5)による理論検討や
Podolskiyら(2010)6)による雪塊を使った振動実験に基づく
地震によって発生する雪崩が被災状況の把握と救助活動
の妨げになる可能性がある。そのため、地震が起きた場
解析がある。しかし、地震誘発雪崩の発生箇所における
合には雪崩が発生することを事前に想定することが大切
積雪観測データは日本における数事例2),7),8)に限られるた
であり、いくつかの自治体の防災計画には、積雪期の地
め、地震時の斜面積雪の安定度と雪崩発生との関係につ
震における雪崩発生の可能性が明記されている。しかし、 いては、さらなる地震誘発雪崩事例を加えた上で十分な
地震時の具体的な雪崩発生条件は明らかではない。
検証が必要である。
本稿では、2013年2月の栃木県北部地震に伴って発生
した雪崩について現地調査と積雪断面観測を行い、現地
N
2013年2月25日
で取得した積雪観測データに基づいて、地震動を考慮し
積雪断面観測
栃木県北部地震の震源
(36 52’ 40.85’’ N, 139 25’ 28.14’’ E)
(36.9 N, 139.4 E)
た斜面積雪の安定度を試算し、地震時の雪崩発生条件に
ついて検討を行ったので報告する。
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2. 地震に伴う雪崩の発生状況に関する現地調査
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図-1 2013年2月の栃木県北部地震の震源の位置と現地調査箇所

(1) 現地調査の概要
雪崩発生状況の現地調査は、地震発生から3日後の2月
28日に、延長約8 kmの奥鬼怒温泉の林道全体（標高 1100
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㹼1300m㸧࡛⾜ࡗࡓ ᅗ-1 ࠋ≉ࠊ㞷ᔂⓎ⏕༊ࡢࡍࡾ
㠃ࡀ᫂☜࡞⟠ᡤࡸ㐨㊰ୖሁ✚ࡋࡓ㞷㸦ࢹࣈࣜ㸧ࡀ㢧ⴭ
࡞⟠ᡤࢆ୰ᚰࠊ㞷ᔂࡢⓎ⏕≧ἣࢆほᐹࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧
ᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊᩳ㠃ࡢ✚㞷ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᖹᆠ࡞⟠ᡤࡢ✚㞷
≧ἣࡶ╔┠ࡋࡓࠋ

(2) 㞷ᔂࡢⓎ⏕≧ἣ㛵ࡍࡿ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝ
㞷ᔂࡢⓎ⏕ࡣࠊᯘ㐨ࡢᇦ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㞷ᔂࡣࠊつ
ᶍࡢᑠࡉ࠸ࡶࡢࢆྵࡵ࡚100⟠ᡤ௨ୖ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ㐨㊰
ୖሁ✚ࡋࡓࢹࣈࣜࡢ㧗ࡉࡣ2 m௨ୖ ᅗ-2 ࠊᖜࡣ60 m
㐩ࡍࡿ⟠ᡤ ᅗ-3 ࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉ࠊ㇂ἢࡗ࡚㞷ࡀὶ

ᅗ-2㞷ᔂࡼࡗ࡚㐨㊰ୖሁ✚ࡋࡓ㞷ࡢ 

ᅗ-5ࡍࡾ㠃ࡀ୍ࡘࡢ⾲ᒙ㞷ᔂࡢ

ᅗ-3㞷ᔂࡼࡗ࡚㐨㊰ୖሁ✚ࡋࡓ㞷ࡢ 

ᅗ-6ࡍࡾ㠃ࡀࡘࡢ⾲ᒙ㞷ᔂࡢ

ᅗ-4㇂ࢆὶୗࡋ࡚ሁ✚ࡋࡓ㞷ࡢ

ᅗ-7㐨㊰⬥ࡢ㞷ሢࡢᔂⴠࡢ
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ୗࡋࡓ⟠ᡤ ᅗ-4 ࡛ࡣࠊ㐨㊰ୖࡢ㞷ࡢሁ✚㔞ࡀከࡗࡓࠋ
Ⓨ⏕ࡋࡓ㞷ᔂࡢከࡃࡣ⾲ᒙ㞷ᔂ࡛࠶ࡾࠊ✚㞷ࡢࡍࡾ㠃
ࡀ㸯ࡘࡢሙྜ ᅗ-5 㸰ࡘࡢሙྜࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ ᅗ-6 ࠋ
ࡍࡾ㠃ࡀ㸰ࡘ࠶ࡿ⟠ᡤ࡛ࡣࠊᩳ㠃✚㞷ࡢ◚᩿㠃ࡀ㝵ẁ
≧࡞ࡗ࡚࠸ࡓ ᅗ-6 ࠋࡲࡓࠊ㐨㊰⬥ࡢ✚㞷ࡀሢ࡞ࡗ

࡚ᔂⴠࡍࡿሙྜ ᅗ-7 ࡸࠊ➲そࢃࢀࡓᩳ㠃࡞࡛ࡣࠊ
✚㞷ࡀᗏ㠃ࡽᔂⴠࡍࡿ⌧㇟ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ ᅗ-8 ࠋࡇ
ࢀࡽࡢ㞷ᔂⓎ⏕⟠ᡤࡢ✚㞷◚᩿㠃ࡢᙧ≧ࡣつ๎࡛࠶ࡾࠊ
✚㞷ࡢࢡࣛࢵࢡࡣ᱁Ꮚ≧࡛࠶ࡿ ᅗ-9 ࠋࡉࡽࠊᖹᆅࡢ
✚㞷࡛ࡶ᱁Ꮚ≧ࡢࢡࣛࢵࢡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ ᅗ-10 ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ከᵝ࡞㞷ᔂࡢⓎ⏕✚㞷ࡢ◚ቯ≧ἣࡣࠊ
2011ᖺ3᭶ࡢ㛗㔝┴㒊ᆅ㟈ࡢࡁࡶほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽ ࠊᆅ㟈క࠺㞷ᔂⓎ⏕ࡢ≉ᚩ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

3. 㞷ᔂⓎ⏕༊࠾ࡅࡿ✚㞷᩿㠃ほ

ᅗ-8➲࡛そࢃࢀࡓᩳ㠃ࡢ✚㞷ᔂⴠࡢ

(1) ✚㞷᩿㠃ほ ࡢ᪉ἲ
✚㞷᩿㠃ほ ࡣࠊ㞷ᔂⓎ⏕༊ࡢᩳ㠃㸦⦋ 36㺽 52’
40.85”ࠊᮾ⤒ 139㺽 25’ 28.14”㸧࠾࠸࡚ࠊ2᭶28᪥⾜࡞ࡗ
ࡓ ᅗ-1ࠊᅗ-6 ࠋᩳ㠃ࡢ໙㓄ࡣ42㺽ࠊᩳ㠃ࡢྥࡁࡣ࡛࠶
ࡿࠋ✚㞷᩿㠃ほ ࡢ᪉ἲࡣࠕ✚㞷ほ ࢞ࢻࣈࢵࢡࠖ
ᚑ࠸ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ✚㞷ࡢ ᗘࠊᐦᗘࠊ◳ᗘࡢ ᐃ
㞷㉁ࡢほᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ ᗘࡣࢧ࣮࣑ࢫࢱ ᗘィࢆ⏝࠸
࡚ࠊᐦᗘࡣᐜ㔞100 cm3ࡢゅᆺࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ⏝࠸࡚ ᐃ
ࡋࡓࠋ◳ᗘࡣࠊ┤ᚄ15 mmࡢᙧࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࢆྲྀࡾ
ࡅࡓࣇ࢛࣮ࢫࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◳ᗘ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣁࣥࢻࢸࢫࢺ ࡼࡿᐃᛶⓗ࡞ ᐃࡶ⾜ࡗࡓࠋ
㞷㉁⢏ᚄࡣࠊಸ⋡10ಸࡢ࣮ࣝ࣌ࢆࡗ࡚┠ど࡛ほᐹࡋ
ࡓࠋࡉࡽࠊ㞷ᔂࡢࡍࡾ㠃ᑐᛂࡍࡿ✚㞷ᑐࡋ࡚ࠊ
ࢩ࣮ࣇ࣮࣒ࣞࢸࢫࢺ ࢆᐇࡋࡓࠋࢩ࣮ࣇ࣮࣒ࣞࢸ
ࢫࢺࡣࠊ㞷㠃ᇙࡵ㎸ࢇࡔࢩ࣮ࣇ࣮࣒ࣞࢆ✚㞷ᒙᑐ
ࡋ࡚Ỉᖹᘬࡗᙇࡗ࡚㞷ࢆ◚ቯࡉࡏ࡚⾜࠸ࠊࡑࡢࡁࡢ
ᢠຊࡢ್᭱ N ࢆࢩ࣮ࣇ࣮࣒ࣞࡢ᩿㠃✚㸦0.025
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ᅗ-11㞷ᔂࡀⓎ⏕ࡋࡓᩳ㠃ࡢ✚㞷ࡢᒙᵓ㐀ᙅᒙࡢ⨨ࠋ✚
ᅗ-10ᖹᆠᆅࡢ✚㞷ࡢࢡࣛࢵࢡⓎ⏕≧ἣ

㞷᩿㠃ほ ࡣࠊᅗ-6ࡢᩳ㠃࠾࠸࡚ᖺ᭶᪥ᐇࠋ

+LURNL0DWVXVKLWD0DVDUX0DWVX]DZD+LURVKL1DNDPXUD

ᅗ-12㞷ᔂࡀⓎ⏕ࡋࡓᩳ㠃ࡢ✚㞷ࡢ D 㞷 ࠊ E ᐦᗘࠊ F ◳ᗘࠊ G ࣁࣥࢻࢸࢫࢺࡼࡿ◳ᗘࡢ㖄┤ศᕸࠋ

m2㸧࡛㝖ࡋ࡚ࠊ✚㞷ࡢࡏࢇ᩿ᙉᗘᣦᩘSFI㸦Shear Frame
Index; ༢ N m-2㸧ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡏࢇ᩿ᙉᗘᣦᩘ
SFIࡣࠊ5㹼6ᅇࡢ ᐃ್ࡢᖹᆒ್ࡋࡓࠋ
(2) ✚㞷᩿㠃ほ ࡢ⤖ᯝ
✚㞷᩿㠃ほ ࢆ⾜ࡗࡓ⟠ᡤ ᅗ-6 ࡛ࡣࠊ㞷ᔂࡢࡍࡾ
㠃ࡀ㸰ࡘ࠶ࡾࠊ✚㞷ࡢ◚᩿㠃ࡣ㝵ẁ≧࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ-11
✚㞷ࡢᒙᵓ㐀ࢆࠊᅗ-12㞷 ࠊᐦᗘࠊ◳ᗘࡢ㖄┤ศ
ᕸࢆ♧ࡍࠋ㸰ࡘࡢࡍࡾ㠃ᑐᛂࡍࡿ✚㞷ᒙࡣࠊᆅ㠃
ࡽࡢ㧗ࡉࡀ39 cm84 cmࡢ✚㞷ᒙ࡛࠶ࡾࠊࡇࡋࡶࡊࡽࡵ

㞷 ᅗ-13 ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢ✚㞷ᒙࡣࠊୖ
ୗࡢ✚㞷ẚ࡚┦ᑐⓗ◳ᗘ㸦≉ࠊᅗ-12(d)ࡢࣁࣥ
ࢻࢸࢫࢺࡼࡿ◳ᗘ㸧ࡀᑠࡉࡃࠊᐦᗘࡀ㐃⥆ኚࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡍࡾ㠃ࡢୗࡢ✚㞷ᒙࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ◳ᗘࡀࡁ
࠸ࡊࡽࡵ㞷ࡽ࡞ࡿ✚㞷ᒙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽ㸰
ࡘࡢ✚㞷ᒙࡀᙅᒙ࡞ࡾࠊ㞷ᔂࡀⓎ⏕ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୗ♧ࡍᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘࡢヨ⟬࡛ࡣࠊୖഃࡢࡍ
ࡾ㠃ᑐᛂࡍࡿᙅᒙࢆᙅᒙ㸯ࠊୗഃࡢᙅᒙࢆᙅᒙ㸰ࡍ
ࡿࠋᙅᒙ㸯ᙅᒙ㸰ࡢࡏࢇ᩿ᙉᗘᣦᩘSFIࡢ ᐃ್ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀ1.51 kN m-2࠾ࡼࡧ2.89 kN m-2࡛࠶ࡗࡓࠋ


㇀⻳᧭

4. ᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘ㞷ᔂⓎ⏕ࡢ㛵ಀ
㞷ᔂⓎ⏕༊ࡢ✚㞷᩿㠃ほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊᆅ㟈ືࢆ
⪃៖ࡋࡓᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘࡢヨ⟬ࢆ⾜࠸ࠊᆅ㟈ࡢ㞷ᔂ
Ⓨ⏕᮲௳ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
(1) ᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘࡘ࠸࡚
⮬↛≧ែࡢᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘSIࡣࠊᘧ(1)♧ࡍࡼ࠺ࠊ
ᑐ㇟ࡍࡿᙅᒙࡢࡏࢇ᩿ᙉᗘࡑࢀാࡃࡏࢇ᩿ᛂຊࡢ
ẚ ᅗ-14(a) ࡼࡗ࡚⾲ࡉࢀࠊᏳᐃᗘSIࡀᑠࡉ࠸ᩳ㠃
✚㞷ࡀᏳᐃ࡛࠶ࡾࠊ✚㞷Ᏻᐃᛶホ౯ཬࡧ㞷ᔂⓎ⏕ࡢ┠
Ᏻࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㹼 ࠋ

PP

㇀⻳᧮

SI

PP


ᅗ-13㸰ࡘࡢᙅᒙࡢ✚㞷⢏Ꮚࡢ┿ࠋ D ᆅ㠃ࡽࡢ㧗ࡉFP
ࡢᙅᒙ㸯ࠊ E 㧗ࡉFPࡢᙅᒙ㸰ࠋ

6s
V n sin \

C  V n cos\ tan I  (1)
V n sin \

ࡇࡇ࡛ࠊ6sࡣᙅᒙࡢࡏࢇ᩿ᙉᗘ N m-2 ࠊVnࡣ༢㠃✚࠶
ࡓࡾࡢᙅᒙୖࡢ✚㞷Ⲵ㔜 N m-2 ࡛ࠊᙅᒙୖࡢ✚㞷ᒙࡢ
ཌࡉD m ᐦᗘU kg m-3 ཬࡧ㔜ຊຍ㏿ᗘg m s-2 ࡽồ
ࡵࡽࢀࡿ Vn = gUD ࠋ\ ࡣᩳ㠃໙㓄 㺽 ࡛࠶ࡿࠋᘧ(1)ࡢ
ྑ㎶ࡣࠊࡏࢇ᩿ᙉᗘ6sࢆ࣮࣭ࣔࣝࢡ࣮ࣟࣥࡢ◚ቯ᮲௳࡛
⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋCࡣ✚㞷⢏Ꮚࡢจ㞟ຊ N m-2 ࡛ࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࡏࢇ᩿ᙉᗘᣦᩘSFIࡢ ᐃ್ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡍࡿ

+LURNL0DWVXVKLWD0DVDUX0DWVX]DZD+LURVKL1DNDPXUD

C = SFI ࠋࡲࡓࠊtanI ࡣ㞷⢏Ꮚࡢෆ㒊ᦶ᧿ゅ࡛࠶ࡿࠋෆ
㒊ᦶ᧿ゅtanI ࡣࠊ᪂㞷ࠊࡇࡋࡲࡾ㞷ࠊࡇࡋࡶࡊࡽࡵ㞷ࡢ
ሙྜ࠾࠸࡚⪃៖ࡉࢀࠊࡑࢀ௨እࡢ㞷㉁࡛ࡣ↓ど࡛ࡁࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢᩳ㠃࡛ࡣࠊ✚㞷ࡢഃ㠃➼ࡢ⧅ࡀࡾࡼࡿᙳ㡪࡞
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᘧ(1)ࡢᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘ࠾ࡅࡿ㞷ᔂ
Ⓨ⏕ࡢ⮫⏺್ࡣᚲࡎࡋࡶ1ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐇ
㝿ࡢ㞷ᔂⓎ⏕ࢆ⏝࠸ࡓᏳᐃᗘࡢ⮫⏺್ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᾏ㐨ࡢ㐨㊰࠾ࡅࡿ㞷ᔂ
ࡘ࠸࡚ࠊ㞷ᔂⓎ⏕ࡢᏳᐃᗘSIࢆ✚㞷ኚ㉁ࣔࢹࣝࢆ⏝
࠸࡚ㄪࡓ◊✲ ࡼࡿࠊ㞷ᔂࡢⓎ⏕ࡣ✚㞷ᏳᐃᗘSI
ࡀ2.5௨ୗࡢ᮲௳࡛Ⓨ⏕ࡍࡿഴྥ࠶ࡾࠊ2.0௨ୗపୗ
ࡍࡿ㞷ᔂⓎ⏕ᩘࡀⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣ
ᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘ2.0௨ୗࢆ㞷ᔂⓎ⏕ࡢ┠Ᏻ⪃࠼ࡿࠋ

ᒙࡢᐦᗘࡢᖹᆒ್U ࡣ185 kg m-3ࠊཌࡉDࡣ0.41 m = 0.55
cos42㺽 ࡞ࡢ࡛ࠊୖ㍕✚㞷Ⲵ㔜Vnࡣ0.74 kN m-2࡛࠶ࡿࠋྠ
ᵝࠊᙅᒙ㸰ࡼࡾୖࡢ✚㞷ᒙࡢᖹᆒᐦᗘU ࡣ224 kg m-3ࠊ
✚㞷ᒙࡢཌࡉDࡣ0.74 m = 1.00 cos42㺽 ࡛ࠊୖ㍕✚㞷Ⲵ㔜
Vnࡣ1.62 kN m-2࡛࠶ࡿࠋᩳ㠃໙㓄\ࡣ42㺽࡛࠶ࡿࠋจ㞟ຊ
C ࡣࠊࡏࢇ᩿ᙉᗘᣦᩘSFIࡢ ᐃ್㸦3.❶ཧ↷㸧ࢆ⏝࠸ࠊ
✚㞷⢏Ꮚࡢෆ㒊ᦶ᧿ゅtanI ࡣࠊࡇࡋࡶࡊࡽࡵ㞷ᑐࡍࡿ
ᐃ್࡛࠶ࡿ0.21ࡋࡓ ࠋ
ᆅ㟈ືࡢỈᖹ㟈ᗘaࡣࠊ㟈ኸࡽ⣙4kmࡢ㊥㞳࠶ࡿ
㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤࡢKIK-netᰩᒣす㸦⦋ 36.882㺽ࠊᮾ
⤒ 139.453㺽㸧࠾ࡅࡿほ ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋᰩᒣす࡛ほ ࡉ
ࢀࡓỈᖹຍ㏿ᗘࡢ್᭱ࡣࠊ༡ᡂศࡢ12.24 m s-2 a =
1.25 ࡛࠶ࡿࠋ

(2) ᆅ㟈ືࢆ⪃៖ࡋࡓᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘ
ᆅ㟈ࡢᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘSIEࡣࠊᘧ(1)ᆅ㟈ືࡢỈ
ᖹ㟈ᗘa ᅗ-14(b) ࢆእຊࡋ࡚ຍ࠼ࡓᘧ(2)ࡼࡾ⾲ࡉࢀ
ࡿ 㹼 ࠋ

(4) ᆅ㟈ືࢆ⪃៖ࡋࡓᩳ㠃✚㞷ࡢᏳᐃᗘ㞷ᔂⓎ⏕
ୖグ(3)⠇ࡢ್ࢆᘧ(2)௦ධࡋ࡚ࠊᆅ㟈ࡢᩳ㠃✚㞷
ࡢᏳᐃᗘSIEࢆồࡵࡓ ᅗ-15 ࠋᅗ-15ࡼࡾࠊᆅ㟈ࡀ↓࠸ሙ
ྜ a = 0 ࠊᙅᒙ㸯ᙅᒙ㸰ࡢᏳᐃᗘSIEࡣࠊࡑࢀࡒࢀ3.3
2.9࡛࠶ࡾࠊᩳ㠃✚㞷ാࡃᛂຊᑐࡋ࡚✚㞷ࡢᙉᗘࡀ
㸱ಸ⛬ᗘࡁ࠸⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᅇࡢᰣ
ᮌ┴㒊ᆅ㟈࡛ほ ࡉࢀࡓỈᖹ㟈ᗘࡢ್᭱ a = 1.25 ࡢ
ሙྜࠊᙅᒙ㸯ᙅᒙ㸰ࡢᏳᐃᗘSIEࡣࠊ1.31.1పୗࡋ
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࡚ࠊᅇࡢᰣᮌ┴㒊ᆅ㟈ࡢ㞷ᔂⓎ⏕᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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て2.0以下となった。よって、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。
また、図-15より、弱層上の積雪層の厚さが小さくな
ると、斜面積雪の安定度が大きくなって2.0以上となり、
雪崩発生の可能性が低くなる。つまり、積雪層の厚さD
(または積雪深H = D / cos、図-14(a)参照)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。
式(2)を、積雪深Hについて整理すると式(3)となる。
H

C
g SI E sin   a cos    cos   a sin   tan  cos 

(3)
図-16は、式(3)に今回の観測データを代入して、斜面
積雪の安定度SIEが2.0となるときの積雪深Hと地震の水平
震度aの関係を示したものである。図中の曲線の上側が、
斜面積雪の安定度が2.0以下となり雪崩発生の可能性が
高いことを示し、積雪断面観測を行った斜面(図中の●)
では雪崩発生の判定となる。以上より、他の地震誘発雪
崩事例2),7),8)に関しても同様な解析を行い、図-16の地震
時の雪崩発生条件を検証する必要があるが、式(3)を活
用することで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。

図-16 安定度SIEが2.0の場合の弱層上の積雪深と地震の水平加
速度の関係。(a)弱層１、(b)弱層２。

5. おわりに
2013年2月25日の栃木県北部地震に伴う雪崩について
現地調査と積雪断面観測を行い、地震動を考慮した斜面
積雪の安定度と雪崩発生との関係について検討を行った。
その結果、地震動を考慮した斜面積雪の安定度を用いる
ことによって、積雪深と地震の水平加速度を指標にした
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。
ただし、地震時の雪崩発生における安定度の具体的条件
は、さらなる事例の追加が必要である。今後、地震時の
雪崩発生条件をより明確に示すために、他の地震誘発雪
崩事例の解析を行うとともに、雪塊を使った振動実験を
実施する予定である。
謝辞：現地調査における国土交通省日光砂防事務所と日
光市のご協力と、現地調査を一緒に行った独立行政法人
土木研究所雪崩・地すべり研究センターの伊東靖彦主任
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