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1. はじめに

2017 年 2 月に，南アルプス・仙丈ヶ岳の北東に位置

する薮沢左岸の北東向き斜面で大規模な雪崩が発生し

た。雪崩の発生時期は衛星画像から 2 月 16 日～2 月 25

日の間とみられる。雪崩は馬ノ背尾根の三角点付近を

発生区として薮沢本川まで流下し，南アルプス林道付

近の治山ダムに堆積した（図 1）。 

この雪崩により，傾斜の緩やかな段丘面（約 19°）に

生育するコメツガやシラビソ，トウヒなどの針葉樹を

主体とした天然林が根返りや幹折れといったかく乱を

受け（図 2），約 615 m3 の流木が発生し，立木の根返り

に伴って窪地（ピット）が形成され，約 2,000 m3 の土砂

が生産された。そこで樹木の折損形態と森林の被害範

囲を調査し，森林被害の評価を行った。また，雪崩の発

生条件を推定するために，雪崩発生区の地形・植生条件

と発生時の積雪・気象条件を調査した。雪崩の発生が確

認されたのは融雪後であるため，雪崩発生時の積雪条

件は不明である。そこで，積雪変質モデル（SNOWPACK）

1)を利用して雪崩発生時の積雪条件の推定を行った。

2. 方法

空中写真判読と現地調査によって雪崩の流下経路と

森林の被害状況を調べた。3 時期（2014 年 1 月・2014

年 12 月・2017 年 5 月）の空中写真を比較し，雪崩によ

って樹木の折損が生じた森林の被害範囲を判読した。

現地調査では，森林被害地にプロットを設置し，損傷木

の位置と損傷形態（幹折れ・剥皮・枝折れ），損傷木の

サイズや損傷位置（胸高直径，幹折れ高，剥皮高，枝折

れ高）を計測した。さらに，樹木の折損状況をもとに雪

崩速度の推定を行った。雪崩速度は，竹内ら（2014）と

同様に，幹折れ高直径が最大であった立木の曲げ破壊

強度を，速度の 2 乗に比例する雪崩による衝撃力の下

限値とすることで次の式から求めた。 
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ここで，F：雪崩の衝撃力（N），ρ：雪崩密度（kg m—

3），Cd：抵抗係数，A：樹木の投影面積（m2），v：雪崩

速度（m s—1）である。雪崩の密度は，雪崩層のうち，雪

面近傍の高密度の「流れ層」の密度を 300 kg m—3，その

上層の「雪煙層」を 30 kg m—3 とした 2)。雪崩発生時の

積雪深や流れ層厚は不明であるため，積雪深は 1.0～1.5 

m3)，流れ層は 1.0～2.0 m2)の範囲で計算を行った。また，

樹木の曲げ破壊強度には折損木と近縁種のオオシラビ

ソの値 48 ± 4 MPa2)を用いた。

続いて，雪崩の発生条件を推定するために地形・植

生・積雪・気象条件の調査を行った。雪崩発生斜面の傾

斜や斜面長は，1m メッシュの DEM を用いて求めた。

植生は，現地調査と空中写真判読によって調べた。また，

積雪変質モデル SNOWPACK を用いて，雪崩発生時の

積雪条件の推定を行った。雪崩発生地点の条件を，標高

2,500 m，北東向き斜面，傾斜 35°と設定し，気象データ

はアメダス伊那（標高 633 m）の気温・降水量・風速・

日照時間を使用した。雪崩発生地点の気温は，減率を—

0.65℃/100 m2)として標高補正した。 

3.結果

空中写真判読の結果，図 3a に示すように，2014 年 1

月以前から標高 2,100 m 以上の斜面では雪崩道と考え

図 1 雪崩発生地点の位置 

図 2 2017 年 2 月の雪崩による森林の被害状況 
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られる低木帯が存在し，2014 年にも標高 2,000～2,150 

m付近の平均傾斜30°以上の急斜面で，雪崩による 0.51 

ha の森林かく乱が発生していた。 

到達範囲の様子を示した図 3a より，2017 年の雪崩は

標高 2,200 m 以上の急斜地を発生区として斜面を流下

したのちに，大部分が直進して森林を倒壊し，一部が左

右の渓流に流入したこと，流木が林道付近の治山ダム

まで到達した事実が明らかになった。この雪崩による

森林のかく乱範囲は 3.53 ha であった。雪崩発生区にお

ける積雪の上部破断面を三角点（2,716.1 m）付近の尾根

部とすると，雪崩の流下距離は 1,604 m，比高は 866 m，

見通し角は 33°であった（図 3b）。樹木の折損状況を調

べたところ，最大で直径 80 cm のシラビソが幹折れし，

高さ 11.1 m の位置に枝折れが見られた。これらの樹木

の折損状況から，雪崩の速度は，109 km h—1～151 km h—

1 以上と推定された。 

雪崩の発生区周辺は，2017 年の雪崩発生以前から裸

地や疎林・低木帯であり，平均傾斜は 41°と急こう配で，

雪崩が発生しやすい条件であった。雪崩発生時期であ

る 2017 年 2 月 16 日～25 日の降水と，SNOWPACK で

計算した雪質や積雪安定度（以下 SI とする）の変化に

着目すると，2 月 17 日，20 日，23 日にそれぞれ 18.5 

mm，17.5 mm，22 mm の降水があり，17 日と 23 日に降

った新雪による上載荷重の増加によって，新雪と旧雪

の境界（積雪表面からおよそ 30 cm）に弱層となりうる

「こしもざらめ雪層」が形成され（図 4a），SI が雪崩発

生の目安とされる 1.52)を下回った（図 4b）。すべり面と

なる弱層が積雪層内に形成され，雪崩発生時に融雪が

生じていないことから，2017 年の雪崩は面発生乾雪表

層雪崩であったと考えられる。 

4. 考察

2017 年に発生した雪崩の発生区は，裸地や疎林・低

木帯の急斜面という立地であり，降雪後に形成された

弱層の SI が 1.5 を下回っていたことから，発生区の地

形・植生，および発生時の積雪・気象条件のいずれにお

いても雪崩が発生する可能性は高かったと考えられた。

また，2014 年 1 月以前から斜面上部に雪崩道が存在し

たことや，2014 年に雪崩による倒木が発生していたこ

とも 2017 年の雪崩発生や規模に影響した可能性がある。

雪崩は尾根付近の急斜面で発生し，雪崩道を流下する

過程で積雪を巻き込んで加速し，緩斜面に成立してい

た森林の雪崩減勢効果を上回る規模で林内に流入した

ことで，3.53 ha の森林被害を生じさせたと考えられた。 
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図 4 SNOWPACK で推定した雪質(a)と積雪安定度(b)

の時系列 

図 3 雪崩流下範囲の平面図(a)と縦断図(b) 
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