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1 はじめにはじめにはじめにはじめに 
東北雪崩講習会では『雪質観察・弱層テストコース』を設けています。現地の講習では説明しきれなかった

ことや、気象条件の都合で省略した内容もありますので、『雪質観察の手引き』としてコース内容をまとめま

した。参加された方はご自身で行う積雪観察の参考にして下さい。 
 
コース内容を説明する前に、本コースの位置付けを簡単に説明しておきます。 
 
図 1-1は雪崩トライアングル(Avalanche Triangle)と呼ばれるもので、雪崩ハザードを評価する基本的な
考え方です。雪崩ハザードの要因は地形・気象・積雪に分けることができ、独立して客観的に評価します。

そして、中心にいる登山者はパーティの能力を含めて総合的に判断し、雪崩のリスクを回避します。 
 
図図図図 1-1 雪崩トライアングル雪崩トライアングル雪崩トライアングル雪崩トライアングル 1 

 

  
 
トライアングルの要素で比較的判断しやすいのは地形で、傾斜の緩い尾根をルートに選ぶことでリスクを軽

減できます。また、天候は低気圧の通過直後を避けるなど、計画段階である程度雪崩のリスクを回避でき

ます。 
 
しかし、積雪の状態を予想することは難しく、客観的に判断するにはルート上にいくつかのテストピットを掘

って弱層の有無を観察し、弱層テストで安定性を確認する作業が必要です。本コースではこの積雪の状態

を判断する手法を学びます。 
 
また、雪崩に遭遇した場合の被害を最小限にするため、コンパニオンレスキューを学ぶ必要があります。東

北雪崩講習会には『ビーコン捜索コース』がありますので、合わせて受講することをお勧めします。 
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  『Snow Sense: A Guide To Evaluating Snow Avalanche Hazard』Jill Fredstone and Doug Fesler;"Alaska Mountain Safety Center" 

2011 を参考にして作図 
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2 講習講習講習講習地地地地スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

2.1 講習地ガイド講習地ガイド講習地ガイド講習地ガイド 

図図図図 2-1 宮城蔵王エコーライン冬期ゲート周辺宮城蔵王エコーライン冬期ゲート周辺宮城蔵王エコーライン冬期ゲート周辺宮城蔵王エコーライン冬期ゲート周辺 

  
 
●積雪断面観察 ●雪庇観察(エコーライン沿い) 

    



雪質観察の手引き (2021 年宮城蔵王)                                                                              (ver.1.1)

5/31 
 

2.2 講習講習講習講習内容内容内容内容  

時間時間時間時間 講習項目講習項目講習項目講習項目 内容内容内容内容 形態形態形態形態 
0700 - 0800 受付  

オリエンテーション 
ゲレンデハウスに集合 
(講習スケジュール、講習区域の説明) 

全体 

0800 - 0830 積雪断面観察の講習地へ

移動 
ビーコンチェック 
 

班 

0830 - 1000 積雪断面観察 ピットの掘り出し作業 
<<断面観察シート>>(記入) 
(1) 温度勾配 
(2) 簡易硬度計測 
(3) 雪質判断 
(4) 密度計測 
 

全体 

1000 - 1030 ルッチブロックテスト 
 

全体 

1030 - 1130 弱層テスト シャベルコンプレッションテスト、他 
 

班 

1130 - 1210 (昼食) (レストハウス等を利用) 
 

班 

1210 - 1220 雪庇観察の講習地へ移動 ビーコンチェック 
 

班 

1220 - 1310 雪庇断面観察 雪庇掘り出し作業 
<<雪庇の断面観察>>  
雪庇の構造を理解し、危険性を理解する 

2グルー
プ 

1310 - 1330 スクラムジャンプ(デモ) 全体 
1400 - 1520 弱層テストと雪質判断 <<フィールド・ノート>>(記入) 

斜面を変えて雪質判断、弱層テストを実施 
 

班 

1520 - 1530 (移動) (ゲレンデハウスに移動) 
 

班 

1530 - 1600 修了式 (アンケート記入) 
 

全体 
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3 ビーコンビーコンビーコンビーコンチェックチェックチェックチェック 

最初の出発時に、講師がリーダ、受講生がメンバーになって説明／実施します。午後の出発時は受講生の

一人にリーダに指定して、同じくビーコンチェックをします。 
 
3.1 受信確認受信確認受信確認受信確認 

(1) リーダはビーコンを送信モードにして、メンバーから 3m以上離れます。メンバーはビーコンを受信モー
ドにして、リーダの合図で一人ずつにリーダに近づきます。 

  
(2) リーダのビーコンとメンバーのビーコンが 1m離れた位置に近づけ、受信側のビーコンの距離表示が
1m付近であることを相互に確認します。 

  
(3) 確認が終わったメンバーはビーコンを通常の送信モードに戻し、リーダから 3m以上離れます。続いて
次のメンバーが同様に受信機能の確認を行います。 
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3.2 送信確認送信確認送信確認送信確認 

(4) 受信機能の確認が終わったメンバーは 3m以上の間隔を空けて整列します。全員の受信機能確認が
終わったリーダは、ビーコンを受信モードにします。 

  
(5) リーダは最後尾のメンバーから順番に、1mの距離を空けてビーコンの距離表示が 1mであることを相
互に確認してゆきます。 

  
(6) 最後に先頭のメンバーの送信機能を確認したら、リーダはビーコンを送信モードに戻します。そのときメ
ンバーと送信に切り替えたことを相互に確認します。以上の確認が終わったところでパーティは出発します。 
 
 
【参考】出発前のオリエンテーションでは受講生の装備チェックをします。 

 テープでスノーソーやスコップに 30cmの目印を付けます。 
 スコップは必携ですが、背負い紐がないと捜索時に手に持つことになります。ブレードに穴があいて
いないときは自分で開けるか、販売店にお願いします。 
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4 積雪断面観察積雪断面観察積雪断面観察積雪断面観察 

4.1 スノーピットスノーピットスノーピットスノーピット 
スノーピットの深さは、上に手が届く程度、つまり 170cm程度止めます。積雪観察面は受講生の人数で幅

を変え、右側にはルッチブロックテストのエリアを残します。 
 
図図図図 4-1 スノーピットスノーピットスノーピットスノーピットのののの掘り出し掘り出し掘り出し掘り出し 

  
 
 
全国講習会全国講習会全国講習会全国講習会(栂池高原栂池高原栂池高原栂池高原)の実施例の実施例の実施例の実施例 
●ルッチブロックテストの幅を残してピットを作成 ●雪質観察後にルッチブロックテストを実施 
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スノーピットデータは以下の手順で取得します。 

 10cm間隔の雪温測定 
 ブラシを使って層分け、竹箸で目印 
 簡易硬度(F, 4F, 1F, P, K)による層区分 
 雪質判断 
 積雪層ごとの密度測定（※層が厚い場合は適宜サンプルを増やす） 

 
講習場所は吹き溜まりの影響で積雪層は深さにバラツキがあります。ブラシで層を明確にし、積雪層の深

さは一ヶ所で測った値に統一したほうが混乱しないで済みます。 
例えば、30cmほど横にずれて簡易硬度を計測したとき、同じ層であれば深さは一定とします。 
 
 
4.2 フィールド・ノートフィールド・ノートフィールド・ノートフィールド・ノート 
断面観察のメモの取り方はそのまま弱層テストでも使えます。単にテスト結果を記載するだけではなく、雪

質のメモをとる習慣をつけましょう。ノートは防水紙を使ったレベルブック(コクヨ セ-Y31B)に雪質と簡易硬

度、観測場所などを記載します。 
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4.3 雪質判断雪質判断雪質判断雪質判断 
表表表表 4-1 雪質観察雪質観察雪質観察雪質観察 1 
雪質分類雪質分類雪質分類雪質分類 記号記号記号記号 比重比重比重比重(g/cm3) 直径直径直径直径(mm) 簡易硬度簡易硬度簡易硬度簡易硬度(*1) 乾湿乾湿乾湿乾湿 (*2) 
表面霜  n/a n/a F 1 
あられ  n/a >2 F, 4F n/a 
新雪  0.03～0.15 1-2 F 1 
小しまり雪  0.15～0.25 0.5-1 F, 4F 1～2 
しまり雪  0.20～0.5 0.1～0.5 4F, 1F, P 1～2 
小霜ざらめ雪  0.20～0.4 0.5～2 F, 4F, 1F 1 
霜ざらめ雪  0.25～0.5 2～5 F, 4F, 1F 1 
ざらめ雪  0.3～0.5 0.5～2 F, 4F, 1F, P, K 1～5 
氷板 －－－－    n/a n/a I n/a 

 
 
(*1) 簡易硬度 
貫入の程度貫入の程度貫入の程度貫入の程度 硬さ硬さ硬さ硬さ 記号記号記号記号 value 
手袋をした握り拳(Fist)が入る 非常に柔らかい F 1 
手袋をした 4本指(4 fingers)が横に入る 柔らかい 4F 2 
手袋をした人指し指(1 finger)が入る やや硬い 1F 3 
鉛筆(Pencil)の削っていない側が入る 硬い P 4 
ナイフ(Knife)の刃が横に入る 非常に硬い K 5 
ナイフ(Knife)の刃が入らない2 固形(Solid) I  6 

 
(*2) 乾湿の目安 
Snowballテストテストテストテスト 乾湿乾湿乾湿乾湿 value 
握っても固まらない 乾いている 1 
握ると固まる、グローブは濡れない 湿っている 2 
握ると固まり、グローブが濡れる 濡れている 3 
握ると固まり、水が滴り落ちる 非常に濡れている 4 
グチャグチャで固まらない スラッシュ 5 

 
 
  

                                                
1

 『Snow』 Robert Bolognesi, CICERONE (2007) より引用。比重は日本雪氷学会編『新版 雪氷辞典』 古今書院 (2014)を参照した。 

2

  ナイフが入らない場合も想定され、『Snow』では"Solid"という表現していて、記号は特に記載がない。北米では『Staying Alive In 

Avalanche Terrain (2nd Edition)』  Bruce Tremper (2008) で例として挙げているように I の記号が記載されている。 
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表表表表 4-2 雪質の観察例雪質の観察例雪質の観察例雪質の観察例 
新雪新雪新雪新雪(＋＋＋＋) 小しまり雪小しまり雪小しまり雪小しまり雪(／／／／) 小しまり雪小しまり雪小しまり雪小しまり雪(／／／／) 

   
(2014.2/23) 宮城蔵王すみかわ 
5cm↓F 

(2015.2/13) おんたけ休暇村 (2014.2/23) 宮城蔵王すみかわ 
100cm↓4F 

 
しまり雪しまり雪しまり雪しまり雪(●●●●) 小霜ざらめ雪小霜ざらめ雪小霜ざらめ雪小霜ざらめ雪(□□□□) 霜ざらめ雪霜ざらめ雪霜ざらめ雪霜ざらめ雪(ΛΛΛΛ) 

   
(2014.2/23) 宮城蔵王すみかわ 
100cm↓1F 

(2015.2/14) おんたけ休暇村 
グラニュー糖のような触感 

(2014.2/23) 宮城蔵王すみかわ 
30cm↓(エコーライン脇) 

 
ざらめ雪ざらめ雪ざらめ雪ざらめ雪(○○○○) 

あられあられあられあられ( ) 表面霜表面霜表面霜表面霜(V) 

   
(2014.2/24) 仙台市内 (2017.2/10) 千畳敷カール 

 
(2019.2/3) 栂池高原 
しまり雪、小霜ざらめ雪と混在 

 
【注】雪質観察カードに掲載している写真と同じです。 
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4.4 雪質の変態雪質の変態雪質の変態雪質の変態 
積雪の変化(変態)には、氷点下で起こる等温変態と温度勾配変態、融解による融解凍結変態があります。 

 等温変態は厚密や焼結により、積雪が徐々にしまり雪に変化してゆきます。 
 温度勾配変態は積雪内の温度差

1
により昇華蒸発・昇華凝結による再結晶化で、積雪が小霜ざらめ

雪に変化してゆきます。 
 融解凍結変態は降雨や温度上昇により水が介在する変態で、積雪がざらめ雪に変化するものです。 

 
図図図図 4-2 雪質の変態過程雪質の変態過程雪質の変態過程雪質の変態過程 2 

  
 
  

                                                
1

  一般に積雪の平均温度が 0℃に近い場合、1℃/10cm 以上で小霜ざらめ雪化が促進されると言われています。 

2

  『Snow』 Robert Bolognesi, CICERONE (2007) より引用、オリジナルにはざらめ雪から小霜ざらめ雪への遷移がないので追加。 
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5 弱層テスト弱層テスト弱層テスト弱層テスト 

5.1 シャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテスト(CT) 
以前の雪崩講習会ではハンドテストが推奨されていましたが、講習地の宮城蔵王のように、風によるウイン

ドクラストやざらめ雪が形成されやすい条件では、ハンドテストの実施が困難です。講習会ではスノーソー

をパーティの共同装備と位置付けて、シャベルコンプレッションテストを推奨しています。 
 
スノーソーで行う場合、図 5-1 のように左側に切れ目を入れて、右側の凹部をからスノーソーで背面を切り

離します。掘る深さは、スキーなど行動様式によって足底から 70cm以上とします。 
 
図図図図 5-1 シャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテスト 

  
 
●●●● シャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテストシャベルコンプレッションテスト 
破壊の基準破壊の基準破壊の基準破壊の基準 データコードデータコードデータコードデータコード 積雪の状態積雪の状態積雪の状態積雪の状態 
角柱を切り出している最中に崩落した CTV 5 - 非常に不安定 
手首を使い、手のひらで 10回叩くと破断した CT1～CT10 4 - 非常に悪い 
肘から先を使い、拳で 10回叩くと破断した CT11～CT20 3 - 結合状態が悪い 
腕全体を使い、拳で 10回叩くと破断した CT21～CT30 2 - 概ね安定 
上記の手順で角柱が破壊しなかった CTN 1 - 安定 

 
(例) 110cmまで掘って 14 回目に叩いたとき、25cm下で Q2の破壊が起こった場合の表記は

『CT14(Q2)@↓25cm; TD110 』となります1
。 

Q2は後述する剪断の評価(Q1～Q3)です。 
 
  
                                                
1

 データコード CTE, CTM, CTH を使って、例えば CTM14@↓25cm と記載する例を挙げている書籍がありますが、本書では AAA

の SWAG に準じて記載しています。 

3

0

c

m

7
0
c
m
以

上
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5.2 拡張拡張拡張拡張ココココラムラムラムラムテストテストテストテスト(ECT) 1 
表層雪崩の発生は弱層破壊が伝搬(propagation)2 することによって起こるという認識から、最近では、こ

の特性を評価できる拡張コラムテスト(ECT)が評価されています。掘り出しは下図の通りで、ブロックの背

面は左右と上面にスノーソーで切れ目を入れ、残りをルッチブロックコードなどで切ります。叩き方はシャベ

ルコンプレッションテストと同じです。 
 
ECTでは叩く回数ではなく、ある雪の層で破壊が起こったとき、破壊が層全体に広がった(ECTP)か否か

(ECTN)を評価しています。 
 
破壊が層全体に広がらない場合は面発生の雪崩になりにくいという判断ですが、積雪の安定性を評価して

いる訳ではないので、シャベルコンプレッションテストなどの結果も参考にします。 
 
図図図図 5-5-2 拡張拡張拡張拡張ココココラムラムラムラムテストテストテストテスト 

  
●●●● 拡張拡張拡張拡張ココココラムテストラムテストラムテストラムテスト 
破壊の基準破壊の基準破壊の基準破壊の基準 データコードデータコードデータコードデータコード 積雪の状態積雪の状態積雪の状態積雪の状態 
角柱を切り出している最中に破壊が全体に広がった ECTPV 1 - 非常に不安定 
##回目で破壊が起こり、破壊は層全体に広がった ECTP## 2 - 非常に悪い 
##回目で破壊が起こり、破壊は層全体に広がらなかった
(*1) ECTN## 3 - 結合状態が悪い 

4 - 概ね安定 
30回叩いても破壊が始まらなかった ECTX 5 - 安定 

 
(*1) テストを継続する場合は、破壊された雪のブロックを取り除く。 
  

                                                
1
 『THE EXTENDED COLUMN TEST:A FIELD TEST FOR FRACTURE INITIATION AND PROPAGATION』 

Ron Simenhois and Karl Birkeland (Proceedings of the 2006 International Snow Science Workshop, Telluride, Colorado) 
2

 propagation を伝播(でんぱ)とも訳しますが、電波法や電子工学の分野では電波と音がまぎらわしいので伝搬(でんぱん)を使いま

す。本稿でも伝搬を使います。 
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5.3 ルッチブロックルッチブロックルッチブロックルッチブロックテストテストテストテスト(RB) 
ルッチブロックテストは 7 段階で評価します。シャベルコンプレッションテストに較べてブロックサイズが大き

いので、バラツキが少なく、より実際の滑降に近い条件で評価が出来ます。 
 
図図図図 5-3 ルッチブロックルッチブロックルッチブロックルッチブロックテストテストテストテスト 

  
●●●● ルッチブロックテストルッチブロックテストルッチブロックテストルッチブロックテスト 
破壊の基準破壊の基準破壊の基準破壊の基準 データコードデータコードデータコードデータコード 積雪の状態積雪の状態積雪の状態積雪の状態 
ブロックを切り出し中に崩れた RB1 5 - 非常に不安定 
スキーを履いてブロックに乗ったときに崩れた RB2 4 - 非常に悪い 
屈伸したときに崩れた RB3 
1回目のジャンプで崩れた RB4 3 - 結合状態が悪い 
2回目のジャンプで崩れた RB5 2 - 概ね安定 
そのまま半分まで下りジャンプしたら崩れた

1 RB6 1- 安定 RB6の手順で 3回ジャンプしても崩れない RB7 
 
破壊が起こった場合、以下の破壊の割合(%)と、後述する剪断の質(Q1～Q3)を記録します。 
 
破壊の破壊の破壊の破壊の割合割合割合割合 目安目安目安目安 データコードデータコードデータコードデータコード 
ブロック全体 ブロックの 90～100% WB 
ブロックのほとんど ブロックの 50～80% MB 
ブロックの縁 ブロックの 10～40% EB 

 
                                                
1

 ハードスラブの場合、RB6 はスキーを外して同じ位置でジャンプする。 
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5.4 深部深部深部深部タップタップタップタップテストテストテストテスト(DT) 
深部タップテスト(Deep Tap Test)はシャベルコンプレッションでは評価できない 1Fより硬い層に覆われた

弱層や、非常に深い位置にある弱層を評価するテストです。テストは強度を評価するというよりは、破断面

の性質を知るために実施します。 
 
テストの前にあらかじめ雪質観察で弱層位置を特定します。弱層の 15cm上で上層の雪を取り除き、弱層

の約 5cm下まで背面を切り離します。これは下の層の弱層に影響を与えないためです。その後のテスト手

順はシャベルコンプレッションテストとほぼおなじです。データコード(DTx)と破壊面の深さ、剪断の評価(Q1
～Q3)などを記録します。 
 
図図図図 5-4 深部深部深部深部タップタップタップタップテストテストテストテスト 

  
深部深部深部深部タップタップタップタップテストテストテストテスト 
破壊の基準破壊の基準破壊の基準破壊の基準 データコードデータコードデータコードデータコード 
角柱を切り出している最中に崩落した DTV 
手首を使い、手のひらで 10回叩くと破断した DT1～DT10 
肘から先を使い、拳で 10回叩くと破断した DT11～DT20 
腕全体を使い、拳で 10回叩くと破断した DT21～DT30 
上記の手順で角柱が破壊しなかった DTN 

 
※深部の弱層をテストするのに効果的ですが、破壊が起こるまで叩いた回数は、人が引き起こす雪崩や周

辺の斜面の雪崩との関係性はないとされています。 
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5.5 シャベルチルトテストシャベルチルトテストシャベルチルトテストシャベルチルトテスト(TT) 
シャベルコンプレッションテストは、表面付近に隠れた雲粒なし降雪結晶などの弱層を検出できないことが

あるため、簡易硬度が 4F以下の積雪層では以下に説明するシャベルチルトテスト

1 を併用します。 
 
(1) CTの凹部を形成するときに、シャベルの大きさに合わせて角柱を切り出します。 
 
(2) 通常、弱層位置が判っていない場合は雪面から 40cm下にシャベルを水平に挿入して角柱を取り出し

ます。このとき、積雪層は斜面の傾斜だけ傾いています。

2 
 
(3) 脇などでシャベルを支え、シャベルの柄を持った片手でブロックが落ちないようし、 シャベルを約 5-15
度傾け、積雪層の傾斜が 35度になるようにします。 
 
(4) シャベルの底を手首だけ使って指先で 10 回叩きます。 
 
(5) (4)で破壊しない場合は、更にシャベルの底を腕から先を使って手のひらで 10 回叩きます。 
 
(6) 破壊が起こった場合、表面からの深さと破断面の雪質・状態を記録します。 
 
図図図図 5-5 シャベルシャベルシャベルシャベルチルトテストチルトテストチルトテストチルトテスト 

 

  
※シャベルチルトテストには明確なガイドラインが確立していませんが、テスト結果は参考程度に留めてお

きます。記録する場合、暫定的に以下のデータコードを使います。(e.g. TT3 (Q2, RP) @↓5cm) 
 
破壊の基準破壊の基準破壊の基準破壊の基準 データコードデータコードデータコードデータコード 
角柱を取り出すときに崩落した TTV 
シャベルを傾けたときに崩壊した TTV 
手首を使い、指先で 10回叩くと破断した TT1～TT10 
肘から先を使い、手のひらで 10回叩くと破断した TT11～TT20 
上記の手順で角柱が破壊しなかった TTN 

  
                                                
1

 https://utahavalanchecenter.org/how-do-shovel-tilt-test (UｔａｈAvalanche Center) 

2

 弱層位置が判っている場合は、弱層の上の 20cm の雪を取り除き、弱層の 20cm 下にシャベルを挿入して角柱を取り出します。  
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5.6 弱層テストと危険度判断弱層テストと危険度判断弱層テストと危険度判断弱層テストと危険度判断 
シャベルコンプレッションテストのような弱層テストは、弱層の強度を評価しているので、部分的な破壊が起

きやすいかどうかを評価しているといえます。人為的な雪崩の誘発には、部分的な積雪層の破壊が広範囲

に伝搬する必要があります。このためには、積雪層に加わっている力や積雪層構造が関わってきます。積

雪内部には積雪が斜面あることで発生する図 5-6に示すような歪みがあります。 
 
図 5-6は降雪直後に積雪層の断面に一定間隔で印を付けた場合、それぞれの点が時間の経過とともにど

のように移動するかを示したものです。積雪層は重力により下方に動きますが、その動き方は積雪層の上

部と下部で異なり、その結果として力学的な歪みが生じます。 
 
図図図図 5-6 積雪内部の歪み積雪内部の歪み積雪内部の歪み積雪内部の歪み 

 

  
 
この積雪層に加わっている力を判断するには、弱層テストで起こった剪断のしかた、破断面がきれいな面

であるか、でこぼこであるかといった剪断の質を観察します。 (Q1なら赤信号) 
 
コードコードコードコード 剪断のしかた剪断のしかた剪断のしかた剪断のしかた 対応する破壊の特徴対応する破壊の特徴対応する破壊の特徴対応する破壊の特徴 

Q1 きれいな平面で、弾けるように一気に破壊して

前に落ちてきた 
SP (Sudden Planar) 
SD (Sudden Collapse) 

Q2 きれいな平面または平面で破断したが、容易に

前に落ちてこない 
RP (Resistant Planar) 
PC (Progressive Compression) 

Q3 破壊面は平面になっていない、または全部に破

壊が進まなかった 
PC (Progressive Compression) 
BRK (Break) 

 
[注] 剪断の質は破断面のズレ方を表しているので、CTやルッチブロックテストに適用し、ECTには適用しませ
ん。 
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6 雪庇断面観察雪庇断面観察雪庇断面観察雪庇断面観察 
スノーピットのあとスクラムジャンプ・テストを行うため、複数のピットを掘り、間を幅 2 メートル残します。観

察するのは側面なので、積雪断面観察ほどの幅は必要ありません。 
 
雪庇が発達しているときは、いきなり大勢で踏み込まないように注意します。上部から確保してルートを切

るまで、受講生は近づけてはいけません。 
 
図図図図 6-1 地点のスノーピット掘り出し地点のスノーピット掘り出し地点のスノーピット掘り出し地点のスノーピット掘り出し 

  
 

 巻き込みにより雪庇の層の傾斜は実際の地形の傾斜より大きくなるため、特に危険です。 
 東北では、雪庇が東側に形成され、崩落した雪塊で雪食地形ができます。 
 雪庇の下側は吹き溜まりになるので、上載積雪量が増加し崩壊し易くなります。 
 弱層を形成する雪(例：あられ)などが吹き溜まることがあります。 
 ざらめ層があれば、雨水の進入による濡れざらめ化がないか観察します。 
 層が不連続になっていれば、初期段階の崩壊が考えられます。 
 巻き込みによる空洞がないか観察します。 

 
 
●スクラムジャンプ(前) ●スクラムジャンプ(後) 
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7 観察観察観察観察データの整理データの整理データの整理データの整理 
7.1 積雪断面積雪断面積雪断面積雪断面観測図の記載例観測図の記載例観測図の記載例観測図の記載例 
積雪断面観察図(PDF)を以下の URLに置いています。 
< http://usa-tarou.la.coocan.jp/avalanche/avalanche_school_memo.html > 
●［付録-1］ 積雪断面観察図 (pdf) 
 

 
  

積雪断面観測図
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7.2 Snow Pilotを使った記載例を使った記載例を使った記載例を使った記載例  
Snow Pilotのサイト< http://snowpilot.org/ >では無償で使えるWebアプリまたはオフラインで使えるソフ

ト

1
が無償で公開されています。Webアプリの方が使い易いですが、ユーザ登録が必要です。 

作図した結果は JWAF 登録メンバーへの公開、または一般への公開が選択できます。 
 
図図図図 7-1 Snow Pilotを使った作図例を使った作図例を使った作図例を使った作図例 

 

 
サイトの右上にある Create Snowpilot Profile からピット情報を作成します。(図 7-2 参照) 
 
このとき、単に作図の練習をするときは□Practice Pitのチェックボックスにチェックを入れます。 
また、労山の雪崩講習会関係者のみに公開する場合は Visibilityに Visible only by my group: JWAF を
選択しておきます。 
 
山域(Mountain Range)は自分で作成することが出来ます。東北雪崩の場合は Zaoとしました。 

                                                
1 インストールや使い方は以下の URL を参照してください。 
< http://usa-tarou.la.coocan.jp/avalanche/avalanche_snowpilot.html > 
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図図図図 7-2 ピット情報の入力ピット情報の入力ピット情報の入力ピット情報の入力 

  
 
図図図図 7-3 ピットデータの入力ピットデータの入力ピットデータの入力ピットデータの入力 
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以下はユーザ登録の際の記載例ですので適宜修正して下さい。 
雪面を 0cmにするなど、従来の積雪断面観察図に準拠しています。また、組織(Organization)は教育機

関->JWAFが選択できます。 
 
表表表表 7-1 プロファイルの記載例プロファイルの記載例プロファイルの記載例プロファイルの記載例 

項目 記入例 備考 

First Name  (英語表記) 

Last Name  (英語表記) 

Phone   空白 

State/Province/Country Japan -> Zao 

 

▼Professional 

  

Professional 

 

チェックしない 

Affiliation Type -> Organization Educators -> JWAF 労山講習会の場合 

Current Affiliations 

  

Default Visibility Visible by my group デフォルトの公開範囲はグループのみ 

▼Measurement Unit Prefs 

  

These settings will pre-populate these unit values for new Snowpit Profiles that you create. 

depth 0 from top 

 

Depth Units cm 

 

Temp Units C 

 

Aspect Format Cardianl Directions 

 

Degrees Azimuth: 0 - 360 degrees ; Cardinal: N, NE, E, SE, etc. 

Coordinate Type Lat/Long 

 

Latitude Type N 

 

Longitude Type E 

 

Elevation Units m 

 

Fracture Category Shear Quality 

 

Hardness Scale exponential 

 

▼Username/Password 

  

Current password 

  

Enter your current password to change the E-mail address or Password. Request new password. 

E-mail address * 

  

Password strength: 

  

Change Password 

  

Confirm New Password 

  

To change the current user password, enter the new password in both fields. 

▼Locale settings 

  

Time zone JST - Asia/Tokyo: (time) +0900 

▼Picture 

 

写真を載せる場合に Up-load します。 
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8 積雪観察積雪観察積雪観察積雪観察器具器具器具器具 
積雪断面観察に使用する機材について、使用方法などをピンポイントで解説します。 
 
図図図図 8-1 デジタル温度計デジタル温度計デジタル温度計デジタル温度計 

  
電子式温度計のセンサーにはサーミスタと熱電対の 2種類あります。前者は安価ですが、室内用に調整し

ているため 0℃付近の精度がよくありません。写真のものは FLUKE社の『Fluke 51-2』に『80PK-25 突刺
型プローブ(K型)』を組み合わせています。氷水で温度誤差の補正が出来ます。 
 
図図図図 8-2 スノーサンプラースノーサンプラースノーサンプラースノーサンプラー 

  
写真のスノーサンプラーは特注品で、雪崩講習会でまとめて発注したものを実費で譲って貰いました。ネッ

トで検索しても見つかりますが、個人で所有するには高価です。一緒に写っているバネ秤は(株)三光精衡
所製の 100g仕様です。ビニール袋の端をセロテープで補強したものにスノーサンプラー(100cm^3)で切り

取った雪片を入れて計測します。 
 
雪が硬くなるとスノーサンプラーだけでは切り出せないので、10cm幅のヘラで L字型に切れ目を入れてか

らサンプラーを挿入します。また、小霜ざらめ雪などのようにバラバラになる雪は、挿入したまま上面の雪を

雪へらで取り除いて、そのまま蓋をして取り出します。 
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図図図図 8-3 折尺折尺折尺折尺 

  
 
折尺は DIYショップでグラスファイバー製(2m)が容易に購入できます。2～3箇所をWクリップで留めてペ

グを刺すと素早く雪の断面に固定できます(写真右)。裏面は上下逆になっていることを確認します

1
。 

 
図図図図 8-4 スケールルーペスケールルーペスケールルーペスケールルーペ 

  
雪質を判断するに便利なスケールが付いたスケールルーペがあります。写真のものは東海産業の『ピー

ク・スケール・ルーペ SL-10X-SD No.1983』です。スケールグラスが何種類かあり、積雪の粒度を測るに

は 0.5mm方眼がついた『東海産業 No1983 用 No.7スケール』が便利です。 
 
図図図図 8-5 クリスタルカードクリスタルカードクリスタルカードクリスタルカード 

  
雪の結晶の粒度を見るためのカードで、1mm方眼や 2mm方眼のパターンが印刷されています。また、観

察用の記号や、弱層テストの指標が印刷されているものもあります。積雪層から結晶を取り出すので、ある

程度硬さがあった方が扱い易いようです。 

                                                
1

 DIY ショップにある折尺には、裏面の目盛りが cm ではなく寸になっているものがあります。 
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図図図図 8-6 レベルブックレベルブックレベルブックレベルブック 

  
雪の中でメモをとるには防水紙を使ったレベルブック(コクヨ セ-Y31B)が適しています。ボールペンなどは

水で流れるので、0.5mmのシャープペンを使います。写真のものは表紙も樹脂製なので、沢登りでの記録

にも重宝します。 
 
図図図図 8-7 ブラシブラシブラシブラシ 

  
積雪層を区分するのにブラシは必携です。DIY ショップで入手できますが、毛足が長く「頬を擦って痛くない」

程度に適度に硬いものの方が層を出しやすいと思います。 
 
図図図図 8-8 傾斜計傾斜計傾斜計傾斜計 

  
断面観察や弱層テストを実施した斜面の傾斜を測るのに使います。DIYショップで売っているものはかさば

るので専用のものが使いやすいです。この他、傾斜計内蔵のコンパスも市販されています。 
 



雪質観察の手引き (2021 年宮城蔵王)                                                                              (ver.1.1)

27/31 
 

図図図図 8-9 スノーソースノーソースノーソースノーソー 

  
30cm×30cmの角柱を切りだすシャベルコンプレッションテスト(CT)では 35cmの G3 ボーンソーで十分で

すが、最近注目されている拡張カラムテスト(ECT)に使う 90cm×30cmの角柱には足りません。ネットで探

すと 70cmのスノーソーがあり、ECTの両側から鋸をいれて切りだすことができます。 
 
図図図図 8-10 ルッチブロックコードルッチブロックコードルッチブロックコードルッチブロックコード 

  
積雪断面観察の後にルッチブロックテストをするとき、背面を切るのに使います。ECTの背面を切るにはや

や長すぎるので、DIYショップでコーティングされたワイヤーとアルミスリーブを購入し、1.5m程度の長さで

自作すると便利です。 
 
図図図図 8-11 防水デジタル・カメラ防水デジタル・カメラ防水デジタル・カメラ防水デジタル・カメラ 

  
 
防水タイプで 1cmまで寄れるカメラが複数発売されています。写真のモデルは OLYMPUS TG-4で、
40.5mm径のフィルターアタッチメントに 40mm径のアクリルパイプを 20mmに切ったものを接着していま

す。ズーム全域でマクロ撮影ができるため、雪質の観察、記録には十分です(写真の背景は 1mm方眼、ス

ケール目盛りは 0.1mmで後から追加したもの)。 
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9 アメダスの気象データアメダスの気象データアメダスの気象データアメダスの気象データ 

アメダスの気象データから最高気温、最低気温、降水量、積雪深をグラフ化すると、比較的簡単に気象の

推移を知ることが出来ます。 
 
図図図図 9-1 Excel をををを使った作図例使った作図例使った作図例使った作図例 

  
スイスの Institute for Snow and Avalanche Research (SLF)が開発している SNOWPACKという積雪変
質モデルを使ったシミュレーションでも同じことが出来ます。以下の URLで簡単に説明しています。 
< http://usa-tarou.la.coocan.jp/avalanche/avalanche_snowfall.html > 
 
図図図図 9-2 SNOWPACKによる積雪シミュレーション例による積雪シミュレーション例による積雪シミュレーション例による積雪シミュレーション例 
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10 参考資料参考資料参考資料参考資料 
10.1 雪崩関連雪崩関連雪崩関連雪崩関連図書図書図書図書 

 

『『『『Staying Alive In Avalanche Terrain (3nd Edition)』』』』 
 Bruce Tremper "Mountaineers Books" （2018/09) 
 

2008 年の 2 版から 9 年が経ち、大きく変わっているのは 雪崩リスクのコンセプトを明確にした

点と思います。本書では著者も標準化に参加した"Conceptual Model of Avalanche 
Hazard"(CMAH)を"Avalanche-Risk Equation"と表現し、雪崩リスクの要素をハザード、暴露、

脆弱性に分けて各セクションとの対応を図示しています。暴露はルートファインディングを含み、

脆弱性は地形的な雪崩被害の大きさやレスキューを含みます。雪崩の可能性 vs.結果の二元

図は 2 版にはないものでした。また、マニュエルさんの提唱している国際標準のレスキュー・テ

クニックが取り入れられています。雪崩ビーコンは"Yuck"(オェッ!)という単語をつけてトランシー

バという用語に改めているのは時代の流れ・・・? 
 

 

『雪崩教本』『雪崩教本』『雪崩教本』『雪崩教本』 
雪氷災害調査チーム編 山と渓谷社 (2017/12) 
 

『雪崩大全』のコンパクト版ですが、特筆すべきなのはマニュエルさんのコンパニオンレスキュー

が掲載されている点です。雪崩レスキュー中級(Level-2)までの内容なので特に難しいところは

無く、CAA の AvSAR 教本より忠実にマニュエルさんの講習内容が記載されています(※CAA
教本は最後のプロービングがスパイラルになっている)。日本語による最新雪崩レスキューの最

初の教本として画期的です。また、那須雪崩事故を念頭において対象は高校生ということで価

格も押さえられています。 
 
やや気になるのは日本語にした用語の使い方で、雪崩ビーコンを雪崩トランシーバと無理に呼

んだり、電波曲線という記述もあります(※もともとは Flux Line、電波と磁力線の違いは高校生

の方が余程知っている?)。また、"マイクロ・サーチ・ストリップス"の使い方も気になる。もともと"
サーチ・ストリップ"という用語があり、この間隔を狭めたので"マイクロ"を付けたもので、複数形

はこの櫛形パターン自体を指している(※ストリップは櫛の一本を指す)。捜索法を指す場合は敢

えて複数形にする必要はないと思います。 
 
弱層テストの結果を表すのは CTE5 や CTM15, CTH22 といった CAA 基準が使われていて、

破断の性質についても細かすぎて初心者が憶えるのは大変でしょう(※AAA 基準で良く使われ

る破断の質のほうが解りやすい)。 
 

 

『増補改訂・雪崩リスク軽減の手引き』『増補改訂・雪崩リスク軽減の手引き』『増補改訂・雪崩リスク軽減の手引き』『増補改訂・雪崩リスク軽減の手引き』 
日本雪崩ネットワーク 東京新聞 (2017/12) 
 
サブタイトルに「山岳ユーザーのための」とあり、独自のポリシーに従って構成した「手引き」とし

てよくまとまっていると思います。 
増補版では、一般的な Avalanche Triangle が「ハザードトライアングル」として図が追加され、

いきなり「雪崩の危険トライアングル」へ誘導する強引さがなくなりました。ここから雪崩地形と不

安定な雪、人と施設へと本書の構成が進みますが、気象と積雪をまとめてしまっている点が他

の雪崩関連の書籍と異なる点です。積雪観察や弱層テストは Appendix で詳しく解説していま

すが、結局は経験者の総合的な判断に委ねています。レスキューは用語が訂正されている程

度で内容は旧版のまま(e.g. プローブも鉛直に挿しているし、ビーコンの Induction Search 
Method も「電波」誘導法)です。 
 
ということで、『・・・手引き』とはあるが、初めて雪崩のことを学ぶ入門書ではないと思います。よ

く分からなければ雪崩地形に入らない・・・ということであれば間違いないですが、具体的な判断

の仕方(Decision-Making)は明示されていないので、初心者は実践でどう判断するか迷うと思

います。 
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『山岳雪崩大全』『山岳雪崩大全』『山岳雪崩大全』『山岳雪崩大全』 
雪氷災害調査チーム編 山と渓谷社 (2015/02) 
 

『決定版 雪崩学』(2002 山と渓谷社)が絶版になって久しいですが、昨年その続編が同じ出版

社から『山岳雪崩大全』として出版されました。『最新雪崩学入門』にから数えて 3rd Edition と

いうことになります。最新の情報に沿って内容が新しくなっているのはもちろん、『決定版』に較

べて良く編集されていると感じます。 
 
1章の雪の科学は雲粒なし結晶による弱層の説明が事例を含めて解説していて詳しくなってい

ます。ただ、積雪の調査ではその結果をまとめる断面観測図の説明がないのは残念。 
2章の雪崩リスクマネージメントは『決定版』で煩雑だった箇所がうまくまとまっています。少し気

になるのは、雪崩事故を囲む地形・不安定な積雪・人の三角形。すでに良く知られた

Avalanche Triangle と紛らわしいです。また、雪崩ハザードを誘発可能性と雪崩サイズで二元

化していますが、『Avalanche Essential』(Bruce Tremper, 2013)では Snowpack Hazard とし

ているので紛らわしい(※この他に Terrain Hazard がある)です。この他、ビーコンの解説があ

るが、肝心の出発時のビーコンチェックがはっきり書いていません。 
 

 

『全面改訂第二版『全面改訂第二版『全面改訂第二版『全面改訂第二版    低体温症と凍傷』低体温症と凍傷』低体温症と凍傷』低体温症と凍傷』 
 ゴードン・G・ギースブレヒト、ジェームズ・A・ウィルカースン(著) 栗栖茜(訳) 海山社(2014/9/20) 
 

初版は『低体温症と凍傷、防ぎ方・なおし方』 山洋社, (1989.12)として邦訳されていましたが、

オリジナルは新しい著者が加わって 2006 年にて全面改訂されました。 
 
1～3章は医学的な解説で医学用語が多く、ネット検索が欠かせません。表 4-1 の低体温症の

分類は明解です。アスピリンが凍傷に効果があるとか、レイヤード・システムの欠点、アイスウォ

ーターからの脱出など、なかなか新鮮。いずれにしろ、目の前の重度の低体温症に陥った仲間

に出来ることがほとんど無いことに変わりはないので、予兆を知った予防安全に越したことはな

いようです。 
 

 
 
10.2 雪雪雪雪氷関係の図書氷関係の図書氷関係の図書氷関係の図書 

 

『『『『Snow, Weather, and Avalanches: Observational Guidelines for Avalanche Programs 
in the United States』』』』 
 American Avalanche Association  2016 
 

最新の積雪観察、弱層テストのガイドラインが掲載されています。AAA のサイトから PDF 版が

ダウンロード出来ますが、印刷は出来ないようです。製本したものは AAA に直接注文して入手

できます。 
2016 年版では ECT の評価が変わっていましたので、本稿でもこれに従って修正しました。 

 

 

『『『『新版新版新版新版    雪氷辞典』雪氷辞典』雪氷辞典』雪氷辞典』 
 日本雪氷学会編 古今書院 2014 年 
 

1990 年からの 24 年振りの改訂版で、雪崩関連の用語の記載も増えています。 
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『『『『積雪観測ガイドブック積雪観測ガイドブック積雪観測ガイドブック積雪観測ガイドブック』』』』 
 日本雪氷学会編 朝倉書店 2010 年 
 

§4 積雪断面観測のプッシュゲージを使った硬度測定が良いのですが、ネットで価格を見ると個

人で所有するには高い気がします。§6 雪粒子の観察と撮影はややコンデジが古いかなと思い

ます。今では Olympus TG-2 を使うと歪みのない結晶の撮影が出来ます。また、§8 雪崩斜面

における積雪安定性評価と弱層テストは一般的な記述になっています。 
なお、シャベルコンプレッションテスト(CT)の記録方法がデータコード CTx+回数になっていて、

スコアを記録する方法(テスト方法(CT)+回数と異なるのが気になります。 
 

 

『『『『雪の結晶はなぜ六角形なのか雪の結晶はなぜ六角形なのか雪の結晶はなぜ六角形なのか雪の結晶はなぜ六角形なのか (ちくま学芸文庫ちくま学芸文庫ちくま学芸文庫ちくま学芸文庫)』』』』 
 小林禎作 筑摩書房 2013 年 
 

本書はもともと中学生向けに書かれた本を文庫に収録したものなので、数式を使わずに、降雪

結晶が成長する過程と、氷の結晶が六角形を形成する過程が丁寧に解説されています。 
また、著者の人工雪研究生活や中谷宇吉郎との出会いなどのエッセイもあって、読み物として

楽しめる。本書の写真は小さなモノクロなので、『冬のエフェメラル』のカラー版と一緒に見るとち

ょうど良いです。 
 

 

『『『『雪の結晶－冬のエフェメラル雪の結晶－冬のエフェメラル雪の結晶－冬のエフェメラル雪の結晶－冬のエフェメラル』』』』 
 小林禎作 北海道図書刊行会 1983/1 
 

大型本で降雪結晶の写真が多数掲載され、観察方法や人工降雪の歴史、人と雪との関わりな

どカラー図版が多く使われています。やや説明が簡潔なので『雪の結晶はなぜ六角形なのか』

と一緒に読むと背景がわかって面白いです。 
 
 

 

『『『『Field Guide to Snow Crystals』』』』 
 Edward R. LaChapelle The International Glaciological Society 1992 

降雪結晶の書籍は多いが、積雪の変化を書いているものはこの本くらいではないかと思いま

す。地面に落ちてから始まる等温変態、温度勾配変態の過程にある雪の 写真が豊富に掲載さ

れています。また、表面付近の日毎の温度変化によって小霜もざらめ雪に変化する点や、これ

に関連して真の(?) パウダースノーの意味など、雪質観察には欠かせない一冊です。 

 
 

 

『さっぽろ積雪の情報』『さっぽろ積雪の情報』『さっぽろ積雪の情報』『さっぽろ積雪の情報』 
日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム 
 

日本雪氷学会の Webサイト(https://www.seppyo.org/)に『さっぽろ積雪の情報』が掲載されて

います。数日毎に更新されるので、積雪がどのように変化してゆくか、精細な写真で経過を見る

ことができるのでお勧めです。
 

 


