地震による雪崩発生リスク評価手法の提案
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震動の水平震度は、雪崩発生箇所の最寄りの施設で観測され

大規模な地震が発生した場合、被災状況の把握や救助活動

た地震動の水平加速度の最大値と重力加速度（＝9.8 m/s2）の

および避難行動を迅速に行う必要がある。積雪期においては、 比である。水平震度が 1 より大きい場合は、地震動の水平加
地震によって発生する雪崩が、被災状況の把握や救助活動の
妨げになる可能性がある。いくつかの自治体の防災計画では、
積雪期の地震では雪崩が発生する可能性があることが明記さ
1)

れている 。しかし、地震時の雪崩発生条件が明確に示され

速度が重力加速度より大きいことを意味する。
この中より、近年に発生した長野県北部地震と、栃木県北
部で発生した地震について被害の状況を述べる。
２．１ 2011年3月12日長野県北部地震による雪崩
2011年3月12日午前3時59分頃に長野県北部を震源としたマ

ているわけではない。
そこで、地震による雪崩の発生機構や発生条件を明らかに

グニチュード6.7、震源の深さ約10kmの地震が発生し、長野県

し、地震時の雪崩発生リスクの評価手法を提案することが、

栄村で最大震度6強、新潟県十日町市と津南町で震度6弱を観

防災・減災の強化に資するものと考えられる。

測した。また、その後最大震度6弱となる余震が2度発生した。

本稿においては、過去に発生した地震によって引き起こさ

上石ら4)によると、地震による雪崩は、長野県栄村や新潟

れたと考えられる雪崩の事例を紹介し、積雪の安定度の考え

県津南町、新潟県十日町市などで見られ、道路を埋没し通行

方に基づいて、地震による雪崩発生条件の検討を行った。

止めとなったり、予防柵を乗り越えて道路まで到達、河川を
せき止めた事例が報告されている。
自然発生の雪崩と異なる点として以下の特徴が見られた。

２．地震雪崩の発生事例について
表１は、地震によって発生した雪崩事例のうち、日本にお
いて、雪崩の種類や積雪密度等の積雪観測データが示されて

・斜面では表層雪崩、全層雪崩、積雪クラックが同時に多
数発生。
・雪崩の破断面は自然発生雪崩と異なり、直線上ではなく

いる事例のみを整理した結果である。
表１より、6 事例のうち 5 事例が表層雪崩、残り 1 事例が
全層雪崩である。乾雪雪崩と湿雪雪崩がそれぞれ 2 事例で乾
湿不明が 2 事例である。雪崩発生箇所のすべり面の積雪は、
こしもざらめ雪やぬれざらめ雪からなり、これらは積雪の中
でも強度が小さい弱層と呼ばれる。また、雪崩となって崩れ
3

た積雪の深さは、0.55～1.00m、積雪密度は 160～330kg/m であ

階段状になるなど不規則な形状であった。
・尾根部、勾配変化点で積雪がブロック状に破壊し崩落し
た。
・緩勾配、平坦部でも雪崩やクラックが発生、道路脇の堆
雪などからも小規模な雪崩が発生した。
・平坦部から張り出した雪がブロック状に破壊し崩落した。

る。地震規模を示すマグニチュードは 5.3～6.7で、表中の地
表１ 日本における地震によって発生した雪崩事例および積雪観測データ
地震
雪崩すべり面の積雪
雪崩すべり面上の積雪
強震度観
発生年月日と 規模 水平 測所と 雪崩 斜面
雪質
せん断 荷重 厚さ 深さ
密度
震源地
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a
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(m) (kg/m3)
(N/m2) (N/m2) (m)
1978年2月20日
※1
1113 0.71 1.00
45 ざらめ雪
160
24 表層
6.7 0.10
910
1978山形県大蔵村2)
宮城県沖
2001年1月4日
ざらめ雪
※2
1537
0.7 0.91
40
224
15 全層
5.3 0.33
2001新潟県中里村3)
1564
新潟県中里村
(積雪底面)
湿雪
35 ざらめ雪
15
1580
1178 0.61 0.75
197
2011長野県北部①4)
2011/3/12
表層
6.7 0.72
長野県北部
湿雪
25 ざらめ雪
1813 0.56 0.62
6
780
330
2011長野県北部②4)
表層
乾雪
こしも
5)
42
1510
744 0.41 0.55
185
2013栃木県北部①
2013/2/25
表層
ざらめ雪
4
6.3 1.25
栃木県北部
乾雪
こしも
42
2890
1626 0.74 1.00
224
2013栃木県北部②5)
表層
ざらめ雪
6)
※１ 積雪の密度とせん断強度の関係式からの推定値
※２ 積雪底面の最大静止摩擦力の計算値3)
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積雪観測場所
(備考)

山形県大蔵村二の曲
(雪崩発生箇所から700m)
新潟県塩沢町
(雪崩発生箇所から12km)
新潟県十日町市孟地
新潟県十日町市野中
栃木県日光市奥鬼怒
栃木県日光市奥鬼怒

２．２ 2013年2月25日栃木県で発生した地震による雪崩

び雪崩発生の目安として用いられている8)9)。

2013年2月25日午後4時23分頃に栃木県北部を震源としたマ
グニチュード6.2、震源の深さ約10kmの地震が発生し、栃木県
日光市で最大震度5強を観測した。

s
 n sin 

SI 

(１)

ここで、 は斜面勾配(ﾟ )、s は弱層など対象とする積雪層

伊東ら によると、地震による雪崩は、栃木県日光市や、

のせん断強度(N/m2)、n は単位面積あたりの弱層上の積雪荷

福島県檜枝岐村などでみられた。日光市川俣の奥鬼怒林道で

重(N/m2)で、弱層上の積雪層の厚さ D(m)と密度(kg/m3)およ

は、約30箇所が雪崩などのために通行できなくなり、宿泊施

び重力加速度 g(m/s2)から求められる（式(２)）。

7)

設4件に客と従業員51名が足止めされた。孤立の解消は翌夕方

 n  g D

まで24時間を要した。また、福島県檜枝岐村では水平距離で

(２)

2100mにも及ぶ大規模な乾雪表層雪崩が確認された。流下し

雪崩の発生と式(１)の斜面積雪の安定度 SI との関係につい

た沢では、多数の木々が堆積していたほか、沢底面から高さ

て、実際の斜面では、積雪の側面等の繋がりによる影響など

10mを超える高さまで雪崩の痕跡が確認された。（写真１、

があるため、式(１)の斜面積雪の安定度 SI における雪崩発生

２）

の臨界値は必ずしも 1 とはならない 8)。そのため、実際の雪
崩発生事例を用いた安定度 SI の臨界値の検討が行われている。

３．斜面積雪の安定度について

例えば、北海道の道路における雪崩発生事例について、雪崩

３．１ 斜面積雪の安定度

発生時の安定度 SI を積雪変質モデルを用いて調べた結果 9)に

自然状態の斜面積雪の安定度SIは、式(１)に示すように、対

よると、雪崩の発生は、積雪の安定度 SI が 2.5 以下の時に発

象とする積雪層のせん断強度sとそれに働くせん断応力

生する傾向にあり、2.0 以下に低下すると雪崩発生数が著しく

nsinの比(図１a)によって表される。安定度SIが小さいほど

増加する。また、カナダでは、安定度 SI の雪崩発生の目安と

斜面積雪が不安定であり、斜面における積雪安定性評価およ

して、1.5 程度の値が示されている 9)。よって、ここでは、斜
面積雪の安定度が 1.5 以下となる場合を雪崩発生の目安と考
える。
３．２ 地震動を考慮した斜面積雪の安定度
地震時の斜面積雪の安定度 SIE は、式(１)に地震動の水平震
度 a(図１b)を外力として加えた式(３)により表される 5)。

SI E 

s
 n sin   a cos 

(３)

ここで、積雪のせん断強度S は、積雪粒子の粘着力と内部摩
擦力の和であり（モール・クーロンの破壊条件）、内部摩擦
力は水平震度に依存する値 5)であるが、本稿では、地震時の
雪崩発生条件の初期検討として、せん断強度S は水平震度 a
によらず一定と考える。また、前述のように、式(３)の水平
写真１ 奥鬼怒林道で発生した雪崩（デブリは除去済）

震度 a は、重力加速度 g に対する地震動の水平加速度の比で
10)

ある。水平震度 a は、地震時の盛土の安定性評価
設の耐震性に関する検討

や道路施

11)

で用いられており、本稿でも地震

動の水平震度 a を用いて地震時の雪崩発生条件を検討する。
３．３ 積雪のせん断強度について
式(１)や式(３)の斜面積雪の安定度において、積雪のせん
断強度s が重要となる。せん断強度s が未知な場合は、積雪
密度ρとの関係式から求められ、雪質や雪の乾湿に応じて、
せん断強度s と密度ρの関係が得られている

6)12)

。例えば、

同じ密度に対して、乾いたしまり雪のせん断強度は大きく、
湿雪や弱層となる雪のせん断強度は小さい。乾いた新雪やし
まり雪のせん断強度は式(４)12)で表され、弱層となりうるし
もざらめ雪やざらめ雪のせん断強度は式(５)6)で表される。
写真２ 檜枝岐村で発生した雪崩（デブリは除去済）

にすると、積雪観測データに基づいて斜面積雪の安定度をそ
の都度見積もる必要があり実用的ではない。そこで、斜面積

雪面

a

弱層

雪の安定度 SIE が 1.5 以下になった場合に雪崩発生の可能性が
高くなると考え、式(３)をよりわかりやすい指標、つまり積
雪の深さ H （＝ D / cos、図１a 参照）を指標に、地震時の
雪崩発生条件を示すことを検討する。式(３)を、SIE＝1.5 の条

H

件で、弱層上の積雪深 H について整理すると式(６)となる。

D



ncos

n

H

s
1.5 g sin   a cos  cos

(６)

図３は、式(６)に表１の各事例の積雪観測データと地震動
の水平震度 a を代入して、斜面積雪の安定度 SIE が 1.5 となる

雪面

b

弱層

a
-a sin


図１ 斜面積雪モデルと作用する力
(a)斜面積雪の荷重と強度 (b)地震動の水平震度

図２ 斜面積雪の安定度の計算結果
2.0

）  s  4.37  10 4  3.36

6)を改変

４．１ 地震動の水平震度と斜面積雪の安定度
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0.0
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である。なお、2001 年の新潟県中里村の全層雪崩の事例では、

1.5

慮しない場合の斜面積雪の安定度 SI（図の横軸）が 1.5 以下

積雪深 H (m)

（式(３)）と考慮しない安定度 SI（式(１)）を比較したもの

2.0

安定度 SIE は 1.5 以下になった。よって、これらの事例は、地

1.5

４．２ 積雪深と水平震度からみた雪崩発生条件
図２より、地震動の水平震度によって斜面積雪の安定度が
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度 SI が 1.5 以上の事例では、地震動の水平震度 a を考慮した
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0.5

安定な状態にあったと考えられる 。一方、斜面積雪の安定

る。

0.5

1.5
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4)

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

1.0

水平震度 a

0.0

の事例があり、これらは、地震発生前にすでに斜面積雪が不

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

0.5

SIE < 1.5

SIE = 1.5
1.0

0.0
0.0

た結果であり、地震動による水平震度 a を考慮した安定度 SIE

て計算した。これらの事例のうち、地震動の水平震度 a を考

(b) 2001 新潟県中里村

1.5

SIE >1.5

図２は、各地震誘発雪崩事例の斜面積雪の安定度を計算し

積雪せん断強度S の代わりに積雪底面の静止摩擦力 3)を用い

SIE = 1.5

0.5

積雪深 H (m)

４．斜面積雪の安定度の計算結果
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1.0

水平震度 a

小さくなって 1.5 以下となり、雪崩が発生したと考えられた。

図３ 地震時の斜面積雪の安定度 SIE が 1.5 となるときの

ただし、雪崩発生条件を示す場合、斜面積雪の安定度を指標

弱層上の積雪深と地震動の水平震度の関係
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14) McClung，D．and P．Schaerer：The Avalanche Handbook，

を示したが、現地調査の結果と一致しない例もある。弱層の

The Mountaineers，pp271，1993

位置と同様に、厳密には断面観測から求める必要があるが、

15) 高橋渉・原田裕介・大宮哲・松下拓樹・千葉隆弘：振動

データ取得には限界があるので、これらの値をどう与えるか

実験に基づく斜面積雪の地震応答特性について、雪氷研究大

も検討の必要がある。

会（2015・松本）講演要旨集、pp260、2015。

本研究では単純に水平震度のみを考慮し、簡易な評価手法
を提案したが、他の分野においては構造物の特性によって応
答が異なることを考慮している。これに関しては別報

15)

にて、

積雪深、雪質や周波数によって応答が異なることを紹介して
いるが、詳細は別の機会に改めて報告したいと考えている。
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