短時間多量降雪時の雪崩発生に関わる指標について
松下拓樹＊1
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１．はじめに

石田孝司＊1

２．データと解析方法

2014年2月14日から16日にかけて、本州南岸を通過した低気

河口湖（AMeDAS、標高860m）の気温、積雪深、降水量の観

圧により関東甲信地方は記録的な大雪となった。この大雪は、

測値を用いた。対象期間は、1時間間隔の観測値が得られる

短時間に多量の降雪となり（図１）、各所で雪崩が多発した

1990年1月から2015年3月までの期間である。ただし、2003年

１）～４）

ことが特徴であった（図２）

。さらに、この大雪に伴

10月以前の積雪深と降雪深は、9時と15時の観測値である。

１）～４）

大雪事例は、一つの降雪期間の降雪深（積雪深差の合計）が

これまでに行った2014年2月の大雪に伴う雪崩発生条件に関

30cm以上となる事例とした。1時間間隔の積雪深がある場合

い一般的には発生しにくい樹林帯でも雪崩が発生した

。

５）６）

では、樹林帯で雪崩が発生したという観点か

は、その差が正である場合を降雪ありと判断して、降雪の中

ら、同様な現象と考えられる雪崩予防柵が設置されている斜

断が5時間未満であれば一つの降雪期間とした。降雪深(cm)

７）８）

との比較を行った。その結

は降雪期間における積雪深差の合計とし、降雪強度(cm/h)は

果、山梨県などではこの大雪時の降雪状況が柵をすり抜けて

降雪深を降雪期間(h)で除して求めた。積雪深の1時間観測値

発生する雪崩の発生条件に近い可能性があることを示した。

が無い場合、降水量と気温から降雪期間を判断し、9時と15

また、短時間多量降雪時の雪崩発生に関しては、これまで

時の積雪深や降雪深の観測値から降雪深と降雪強度を推定し

する検討

面における雪崩の発生条件

９）～11）

において検討されてきたが、斜面積

た。さらに、降雪期間の合計降水量(mm)と降水強度(mm/h)も

雪の安定性を考慮した理論計算が必要になるなど、現場での

求めたが、降水量計の捕捉率に関する補正は行っていない。

も多くの既往研究

活用には課題があった。雪崩対策の現場では、可能であれば
気象観測データなどのようにすぐに入手でき、容易に判断で

３．結果と考察

きる指標が望まれる。ここでは、山梨県河口湖を例に、2014

３．１ 過去の大雪事例

年2月の大雪事例と過去の大雪事例との降雪状況の比較を行

表１より、河口湖で降雪深が30cm以上となった事例は、

い、短時間多量降雪時の雪崩発生に関わる指標について、気

2014年2月の2事例を除くと7事例である。これらの事例のう

象観測データに基づく検討を行った。

ち降雪期間中または降雪直後に雪崩の発生記録が確認できた
のは、現時点では2014年2月14～15日（事例９）のみである。
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日の大雪時の特徴として、短時間に多量の
降雪であったことと、樹林帯で雪崩が発生したことがある５）。
樹林内の雪崩発生や積雪が柵をすり抜ける現象が発生する時

図１ 2014年2月の山梨県河口湖の積雪深と降雪深の時系列

の特徴として、降雪時の気温が低くて降雪強度または降雪深
が大きいことが指摘されている８）12）。また、短時間多量降雪
時の雪崩発生に関わる重要な指標の一つに、時間あたりの積
雪深の増加量や降雪強度がある９）～11）。図３は、各大雪事例
表１ 河口湖における降雪深30cm以上の大雪事例

図２ 2014年2月の山梨県における雪崩発生事例
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図３ 大雪事例の降雪期間の平均気温と降雪深の関係

図５ 大雪事例の降雪期間の平均降雪強度と降雪深の関係
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、降雪強度は5cm/hであり強い降雪状況であったことが
わかる。つまり、降雪期間全体の平均的な降雪状況（図３、
図４）に着目することも大切だが、雪崩発生の観点からは、
より短時間の降雪状況も考慮する必要があると考えられる。

図４ 大雪事例の降雪期間の降雪時間と平均降雪強度の関係
の降雪期間における平均気温と降雪深の関係である。図３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（■）は、過去の事例（○）より降雪時の気温
が低い。特に、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
４は、各大雪事例の降雪時間と降雪強度の関係である。図４
の降雪時間と降雪強度の関係において、2014年2月14～15日は
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。つまり、図３と図４より、2014年2月14～15日は、
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
ことが他の事例と大きく異なる特徴である。
３．３ 雪崩発生に関わる簡便な指標について
３．２で示した雪崩が各所で発生した2014年2月14～15日の
大雪事例の降雪時の特徴として、図５で示すように降雪強度
と降雪深の関係においても、降雪強度と降雪深が大きかった

図６ 2014年2月の大雪事例の降雪強度と積雪深の時系列と

ことがわかる。ただし、図５より、2014年2月14～15日の大雪

雪崩発生との関係。(a)2月14～15日（事例９）、(ｂ)2月8日

事例の雪崩発生前12時間の降雪強度と降雪深の関係をみると、

（事例８）。■は近傍で雪崩が発生した時刻。

そこで、図６は、2014年2月の２つの大雪事例（表１の事
例８と事例９）について、降雪強度と積雪深の時系列と雪崩
発生との関係をみたものである。図６は、図中の実線が下か
ら上に向かうにつれ、そのときの降雪強度に従って積雪深が
増えていく時系列を示している。図６aの2014年2月14～15日
の大雪事例をみると、河口湖周辺における雪崩は、積雪深が
50cm以上になり降雪強度が6cm/h以上の強い降雪となった1～2
時間後に発生したことがわかる。試みとして、図には積雪深
50cm以上で降雪強度6cm/h以上の状況を破線で示した。一方、
雪崩が発生しなかった2014年2月8日の事例（図６b）をみる
と、降雪強度が6cm/hに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。図６で示した積雪深50cm以上かつ降雪強度6cm/h以

図８ 各大雪事例の降雪期間の平均気温と降水量と降雪深の

上の条件が、他の大雪事例あるいは他の地域で成り立つかは

比の関係

今後のさらなる検討が必要だが、図６の降雪強度と積雪深の
時系列的な関係は、短時間多量降雪時の雪崩発生に関連する

ある。そこで、降水強度や降水量の観点からもこれらの大雪

指標として活用できる可能性があると考えられる。

事例の比較を行うこととする。ただし、2014年2月14～15日

なお、雪崩発生における降雪強度の重要性については、斜
９）～11）

面積雪の安定性を考慮した理論的または統計的な検討
９）

（事例９）は降雪期間後半の7時間の降水量が欠測しており、
この欠測期間を除いた値での比較を行った。

でも指摘されている。この既往研究 によると、降雪強度が

図７は、表１の各大雪事例の降水強度と降雪強度の関係で

4～6cm/h程度以上の強い降雪が数時間続いた後に雪崩が発生

ある。図７をみると、降水強度と降雪強度はほぼ一対一の比

しやすい。2014年2月14～15日の大雪事例（事例９）もこの条

例関係にあり、降雪強度が大きければ基本的に降水強度も大

件に整合的であり、この降雪状況をより単純化して示したも

きいといえる。よって、積雪深の観測を行っていない地域で

のの一つが図６と考えられる。

は、降雪強度や積雪深の代わりに降水強度や降水量を用いて、
図６のような雪崩発生に関わる検討ができると考えられる。

３．４ その他の雪崩発生に関わる指標について
３．３までは、積雪深や降雪強度など雪に関する観測値に

また、図８に降水量と降雪深の比（積雪の密度に関連）と
気温の関係を示す。2014年2月の事例は、他の事例に比べて、

着目して、雪崩発生との関係を検討した。しかし、表１の大

降水量と降雪深の比が比較的小さくて気温が低いため、密度

雪事例の降水強度（降水＝降雪＋降雨）をみると、2014年2

の小さい積雪が形成された可能性がある。密度が小さいと、

月の事例よりも降水強度が大きい事例があり、降水量でみる

積雪の強度も一般的に小さい13）ので、雪崩帯が発生しやすい

とこれらの事例は2014年2月より強い降雪であった可能性が

積雪が形成される可能性が高くなると考えられる。特に、樹
林で雪崩が発生した2014年2月14～15日は、一週間前の2月8日
にも同様な降雪がもたらされており、このことが樹林帯にお
いて雪崩が発生したことに関係したと示唆される。このよう
に、雪崩発生に関連する指標として降雪時の気温も重要であ
り、気温は降雪深や降雪強度に次ぐ２番目の指標として、あ
るいは降水量を活用する場合の雨雪判別等の指標として活用
することが望ましいと考えられる。
４．おわりに
山梨県河口湖を例に、2014年2月の大雪事例と過去の大雪
事例との降雪状況の比較を行い、短時間多量降雪時の雪崩発
生に関わる指標について気象観測データに基づく検討を行っ
た。その結果、積雪深と降雪強度の時系列（図６）に着目す

図７ 各大雪事例の降雪期間の平均降水強度と平均降雪強度

ることで、雪崩の発生を把握できる可能性を示した。また、

の関係

短時間多量降雪時の雪崩発生に関わる２次的な指標として、

気温や降水量にも着目することが重要であることを示した。

５）松下拓樹, 池田慎二, 秋山一弥, 2015: 樹林内における

短時間多量降雪時の雪崩発生に関して、これまでの既往研

雪崩発生条件に関する一考察 －2014年2月関東甲信の大

究でも降雪強度の重要性が指摘されてきたが、その多くは斜
９）～10）

雪時の事例－. 雪氷, 77, 433-445.

が行われているた

６）松下拓樹, 池田慎二, 秋山一弥, 2015: 短時間多量降雪

め、現場で活用するには積雪の安定性に関する計算が必要に

時の積雪特性と雪崩発生の関係について. 第27回ゆきみ

なるなどの課題があった。しかし、ここで提案した積雪深と

らい研究発表会論文集, 応募論文No.26.

面積雪の安定性を考慮した理論検討

降雪強度の時系列（図６）は、積雪深の観測値があれば簡単

７）松下拓樹, 松澤 勝, 伊東靖彦, 加治屋安彦, 2007: 雪

に作成することができ実用的と考えられる。現場への活用の

崩予防柵を斜面積雪がすり抜ける現象の発生気象条件

際は、あらかじめ過去の雪崩発生時の積雪深と降雪強度の時

について －大雪湖周辺の事例解析－. 北海道の雪氷,

系列を図にプロットして比較することが望ましい。

26, 91-94.

なお、2014年2月14～15日の大雪では、一般的には発生しに

８）松下拓樹, 松澤 勝, 伊東靖彦, 加治屋安彦, 2008: 斜

くいと考えられる樹林帯でも雪崩が発生したことが特徴であ

面積雪が雪崩予防柵面をすり抜ける現象の発生条件.

１）～４）

。樹林帯での雪崩発生条件に関する検討は、これ

った

５）６）12）

までも数は少ないながら検討

が行われているが、明

確に樹林帯での雪崩発生条件を示すには至っていない。今後
は、樹林帯における雪崩発生条件についても観測の実施等に
より検討する予定である。

寒地土木研究所月報, 665, 10-17.
９）遠藤八十一, 1993: 降雪強度による乾雪表層雪崩の発生
予測. 雪氷, 55, 113-120.
10）Conway, H., and C. Wilbour, 1999: Evaluation of snow
slope stability during storms. Cold Regions Sci.
Technol., 30, 67-77.
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