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空中写真による積雪調査

高崎正義

I. 雪の調査と空中写真

空中写真が，地図の作成や，地形，地質，土地利用などの調査に広く利用

されつつあることは周知のとおりである。

それは，空中写真のもついくつかの特性が，従来の地上における測量や調

査の労力をいちじるしく軽減するだけでなく，地上からでは近づきえない地

域や，地上では発見困難な事象を明確に把えうるからである。のみならず，

短時日に広範な地域をカバーできるし，また写真をプ リントして，多数のス

タγ フが同時に，即地的に（現地における場合のように実体的に）検討すること

ができるなどの利点をもつからである。

このような空中写真の特性は， 雪の調査とし、う見地からみると，全く好適

な条件というべきであろう。寒冷な変化 しやすい気象，深い積雪，広い山間

地帯と L、う条件は，現地調査をいちじるしく困難にさせるがs空中写真によ

れば，このハンディは大部分が克服できる。さらに融雪期や，なだれ発生期

に備えるとし、うことになれば，広範な地域の調査を 1～2ヵ月でまとめると

し、う条件が加えられるが，この点も空中写真はきわめて有利である。

38・1豪雪と名づけられた昨冬の北陸地方の大雪で，交通7 ヒが多数の地点

でおき，融雪期の洪水が心配され，その対策のための調査が科学技術庁の特

別研究促進調整費により進められることになった。第 1回の連絡会で，関係

者（科学技術庁，建設者，農林省，国鉄，林野庁，防衛庁）の意見が，早急に空中

写真により豪雪の全貌を把握しようということに一致したのは，むしろ当然

のことであった。北陸地方の雪の空中写真は，緊急出動態勢をとった防衛庁

の手により， 2月中旬から 3月上旬にかけて，約 8,600枚が撮影され，直ち

にプリントされて各関係者の手にわたされた。

私たち国土地理院のスタッフは，この写真を利用して，雪の分布と深さを
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示す20万分の l積雪深区分図を約 1ヵ月で作成し，関係方面に配布して雪害

対策の基礎資料としてもらった。昨冬の豪雪は，幸いにして春先の気象条件

が融雪洪水による災害をすくってくれたが，私たちはこの作業を通じて， l 

m刻みで空中写真から積雪深を読み取りうる ことがわかったし，また，なだ

れその他の雪の調査にも空中写真が予想以上に効果的であることも明らかに

できた。

その後今日まで，私たちはこの時の空中写真を中心に雪の調査を続けてい

る。なだれの分布，形状，規模，また卓越風の方向などは，空中写真から明

瞭に読み取れる。さらに積雪期の空中写真と無雪期のそれとを比較すること

によって，どのような地形のところに， どのような方向のなだれが発生する

か，それと植生との関係はどうか。さらにまた精密な図化機にかけた場合，

積雪独自の表面形や積雪深を どの程度まで表現することが可能か，卓越風と

積雪と地形との関係はどうかなどの点については，空中写真からかなり明ら

かにしえた。そのうちのあるものは，すでに地図に印刷し，関係方面に配布

してあるので，読者の自にとまっているものもあると思う。

いずれにしても，空中写真による雪の調査の全般については，目下継続中

なので後日報告させてもらうこととし，本稿においては，主として空中写真

による積雪調査を中心に説明し，その利用の仕方や今後の課題などを考えて

みたい。積雪の分布と，その深さを明らかにすることは，他の雪の調査の基

礎となるだけでなく，水の関係者にとっては，水資源および融雪洪水という

2つの観点からみて興味があるだろうと思うからである。

2. 空中写真による積雪深調査

空中写真から積雪状態の調査を試みた例は，従来も若干はある。地上に目

盛りをつけた対空標式（SnowDepth Marker）を設置し，これを機上から撮影し

て積雪深を読みとる試みがアメリカで行なわれているし，また，わが国で

も，北海道大学で大雪山の積雪水量調査に空中写真を用L、ている。

しかし，これらはし、ずれも斜め写真をとって機上観察を補完するとか，現

地調査に先立って，予察的に空中写真を検討するなど，どちらかといえば，

写真を補助手段として利用したものである。

私たちが北陸地方 （ほぼ新潟，富山，石川，福井の 4県の範囲）の雪の分布と
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j奈さを調査したのは，積雪期にとった空中写真（約 8.600枚，スケーノレは 2万～

2.5万分の 1）のみに依存し， 10名足らずのスタッフで， 約 1ヵ月でまとめた

ものである。この意味てーは積雪調査に新たな手段を導入したともいえるし，

また空中写真利用の新たな分野を開拓したともし、えるであろうっ

空中写真を利用して，短期間に積雪深を調査するとしヴ命題を与えられた

』き，私たちは写真測量（（Ph。f。gr。mmet印）と写真判読 （Pt、。↑。inter et。ti。n）の 2

つの手段を併用し，両者の特徴を生かし，その結付きを手がかりとすること

を考えた。

写真測量と｛土，写真の物理的性質を利用して，写真上で距離や高さを測量

サること で，ご承知のとおり最近の大縮尺の地図はほとんど写真測量による

地図であり ，精度の高い図化機も多数活用されている。

同一地域につし、て，積雪期と無雪期の写真を揃え，精密な写真測量を試み

れば，両者の高度差から積雪深を出しうることになろう が，今回の場合は，

積雪期だけの写真しか得られず，かつ時間的あるいは経費的な制約があり

ーーかり に北陸全域をこの方法により写真測量すれば，少なくても 1ヵ年ぐ

らいの期間と 10億円ぐらレの経費が必要であろう一一，この方法はとれなか

J、つ，＿。

そこ で今回は， ステレオト ープ（比較的簡易な写真測量器具）を用い， 雪の

割れ目や河畔，池畔などを利用し，雪の表面と地面との比高を測定し，これ

をいく つかの気象庁などの地上観測値と対比 して，その精度を確認しながら

調査を進めてし、くこととした。

このよ うに して測定しても，積雪深区分図を画きうるだけの測定値を得る

ためには，かなりの時間と経費を要するので，私たちは 1組の写真 （23cm2の

写真 2枚．測定ややJ読に使いうるのは 2枚の写真にオーパー ・ラップして写っている

部分なので23×14cmぐらい，笑面積にすると写真の久ケーノレを 2万分の lとして12km2

ぐい、） で 2～3地点を測定し， これを写真判読によ って周辺一円にひろげ

ていく 方法をとった。

写真判読とは，オーバー・ ラップして写っている組写真を用いて，そこに

写っ てし 、る内容を立体視し判読していくことで，熟練してくると地形の微起

伏や地質条件，樹木の種類や蓄積量などと，かなりくわしし、ことまで読み取

りう る。
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雪を判読した経験はなかったけれども，モデノレ地区について測定値と併わ

せて検討していくうちに，雪の積り方に応じて下の地形面の特徴が次第に消

され，雪独自のなだらかな表面形があらわれてくるので，これを利用して積

雪深の判読ができることがわかってきた。

これらの空中写真による積雪深調査の過程は，本紙の読者にはあまり興味

がなし、かもしれないが，写真に経験の少ない人でも，少し丁寧に写真をみれ

ば，積雪深の推定が可能であると考えるので，以下簡単に手順を追って解説

してみたい。

積雪深区分図を作成する作業の手順は大体第 1表のとおりとなる。

①空中写真撮影および②印画のプリントは今回は防衛庁が担当し， 2月中

旬から 3月中旬にかけて，悪条件のもとで撮影が続けられ，北陸地方 8,572

枚の印画を揃えた。

第 1表 積雪深区分図の作成手順
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判読規準の総合調整
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↓ 
「 ⑬製．図
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①撮影日の地上観測値の収集は， 気象協会の協力を得て 176地点について

収集した。これらのデータは，その分布がし、ちじる しく 平地にかたよりす

ぎ，また地点数が少ないため，写真上での測定値のチェックには有効であっ

たが，実際の区分図作成には，やや参考にしえた程度にすぎなかった。

④標定図作成は，所与の写真の位置を基図（ 5万分の 1地形図）の上に，撮

影コースごとに整理確認していく作業である。広レ地域にわたり，かっ悪天

候下の撮影で，コースの方向も，東西，南北に分かれてさまざまだったので

かなりの作業量となった。

⑤観測値のプロ γ トは， 上記の 176地点の地上観測値のデータを， 基図お

よび写真上にプロッ卜する作業である。

＠サンフ。ノレ ・モデノレの選定は， 5万分の 1地形図 1図葉（約425km2）で， 6 

～10モデノレ（ 6～10の組写真，測定対象となる面積にして 70～120km2ぐらし、）をサ

プノレ ・モデノレとして選び出 し，次のステレオト ープによる測定に備える作業

である。広範な区域を短期間でカバーするためには，全部の写真につし、て測

定することは困難で， 5万分の l図葉当り 6～10のサンプノレ ・モ デノレをと

り，これについて測定し，残余の地域については判読によりカバーする方針

をとった。このモテソレの選ひ・方は，判読の便宜や，測定値のチェックなどの

点を考えて，次の基準に基づいた。

(a) サンプノレ ・モデノレが図葉内でなるべく偏らないようにすること。

( b) 積雪深の変化の多レ部分をとること。

( c) なるべく図葉内の最深積雪部と最浅積雪部を含むようにすること。

( d) 地上観測値の入ってし、るモデノレを，なるべく 2以上選び，これと測

定値とのチェックを試みること。

( e) 上記のモテソレはすべて積雪深を測定できる地点（雪の割れ目，河畔，

池畔，あるいは雪庇など）を含む必要があること。

⑦ステレオト ープによる測定は，上記のサンプノレモデノレについての測定作

業である。ステレオト ープは，写真上で比較的容易に高さの差を視差々の差

として測定しうる器具で，測定上の許容誤差は0.02mmぐらレである。写真の

スケールが2万～2.5万分の 1なので30～50cmまでが許容誤差の範囲に入る。

したがって，ある程度信頼できる数値としては，m単位とし、うことになろう。

測定の仕方はやや専門的になるのでここでは省略するが，熟練すれば 1時間
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で10地点ぐらレの測定ができる。積雪期の写真上で，雪の表面と大地面との

比高を測定するには，雪の割れ目，岸の高さのほとんどない河畔，池畔など

を利用するが，それらの得られない地域では，雪庇ゃなだれの崩壊壁などを

利用 して間接的に推定するなどの方法もとった。

③視~定積雪深のプロットとは，上記の測定値を写真上にプロッ卜してレく

作業である。

⑨判読規準の総合調整は，今回の作業では重要な点、である。測定値のプロ

ッ卜された写真を中軸にして，積雪深を判読し区分していくのであるが，こ

の場合何名かのスタッフが同時に作業を進めるので，ステ レオト ープによる

測定者も含めス タッフ相E閣の見解を総合調整して，判読の基準を確立して

おく必要がある。

雪の深さを写真判読することは，私たちも始めての試みで，当初（主主観的

な個人差がでがちで，なかなか統ーがむずかしかったが，同一写真を全員で

判読し，地上観測値あるいは写真上での測定値と照合してみるなどのことを

繰り返し，一応共通の判読基準をもてるよう になった。

判読基準は，対象地域の性質や，写真の条件などにより，必ず しも一概に

はいえないが，共通的lこL、える ことを表にまとめてみると第2表のとおりと

なる。これらの目安は，必ずしも積雪深区分図を作成する作業と は関係な

し一般に雪の空中写真を眺める場合の参考となる点が多いと思う。

費'l2表 積雪深と写真にあらわれる雪の表面形態

積雪階｜ I 1積 雪深｜ 雪 の表面形態
級区分｜ ｜ 

。I Om I無雪地帯

｜トlm I地形を白 くした程度のもの 立体視しても雪の厚さ叫く注意
しないと感じとれない。

i 1～2 m I地形をややなめらかに覆っている感じ 細かL階段耕作地の段
がかくれ始める。

I 2～3 m I雪の表面形はま だ下の地形に支配されてしるが 細川階段耕
作地程度のものは消されてくる。

N I 3～ 4 m l細かい地形は消され， 雪独自の表面形があらわれ始める。

細かし、地形は消され， 雪独自の表面形が多くの面税を占めるよ
うになる。家屋が埋まってくる。

v I 4～s m I：等高線描画の経験者ならば，描画した場合，無雪期のそれとい
ちじるしく異なったものになることがわかる（尾根．谷のつな
がり方が無視された等高線があらわれる）。

｜ m以上｜地形の細部は全く消され，積雪独自の表面形が全く優先する。
！大きい単位の地形もかなりのずれを見せるようになる。
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第3表 地表状態の種類からうける写真上での積雪深の感じの大小

よ翠：：：1

積雪深が大と感じられる 積雪深が小と感じられる

植生の種類 空地，畑，草地， I撞木地 喬木樹林地

樹 種 夏緑広葉喬木林 針葉喬木林

光 車室 日照斜面 日陰斜面

傾 斜 緩傾斜面 急傾斜面

山 形 丸味をおびた山地 かどばった山地

谷密度 谷密度の小さい地域 谷密度の大きい地域

⑬各モデノレの判読は，⑤で得た判読規準を目安として， しかもそれにとら

われすぎないよう注意しながら，すべての写真について立体視し，判読し，

積雪深の階級区分（第 2表）を入れてしぺ作業である。

この作業においては， 写真の画像にあらわれる種々の境界 （植生の境や地

形の変り目など）にひきづられて，積雪深の区分を入れがちなことである。 こ

れらの境界は，実際に積雪に影響を与える こともあるが，たんなる見かけに

すぎない場合も多L、。第3表はこの点の判読を正しくするための参考となろ

う。また，写真は 2万～2.5万分の 1のスケーノレであり ，最終の成果は 20万

分の lのスケーノレであることを念頭において，細部の点（例えば吹払い，吹き

だまり，あるいはなだれなのにあまり拘泥せず，大局を把えることも重要で

ある。今回の作業では，これらの点につレての配慮は必ずしも十分と し、し、き

れないにしても，スタッフ相互間，スタッフと主任との聞の連繋をできるだ

け密にして，調整をとりながら進めた。

⑪接合調整は，各スタッフが判読し区分した写真をつなぎ合わせて，食違

L、を調整することである。正しく判読が進められていれば，区分線の食違い

は少ないはずであり ，安易に接合するこよは避けるべきである。

⑫積雪深区分図の編集は，判読により写真上に記入した積雪深の階級とそ

の区分線を基図（ 5万分の l地形図）に記入し，さらにこれを20万分の l地勢

図上に整理してし、く作業である。

⑬製図および⑭印刷は，今回の作業では20万分の 1のスケーノレで半透明紙

を用いた。 20万分の l地勢図の上に重ねて，地形，集落，交通網などと積雪

との関係を見られるように配慮したわけである。
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3. 積雪深区分図の利用

－作成した積雪深区分図は，積雪を 0から VIまでの 7階級に区分し（第2表

参照）， これを記号で図示したもので，柾版（37×45cm) 5図葉におよぶ。本

稿では，その一部の福井県武生地方（日野川上流部）を第 1図として掲載して

おレた。

積雪深区分図の利用方法については，本来作成者が論じるべきではなく ，

利用者の意見をきくべきであろう。この意味では今後の検討にまつべき面が

多レが，ここでは私たちが気づいた，一， 二の点について説明しておきた

( l) 38・l豪雪の特色

この図の完成によって，はじめて北陸地方の昨冬の積雪分布がかなりくわ

しくわかった。

冬期の日本海沿岸の積雪は，周知のとおり沿岸の平地から奥地の山地に向

かつて次第に積雪深を増加する。 38・1豪雪の場合も，こ の傾向はかなり明瞭

にうかがえる。第2図は，福井県下の積雪深区分図から， 2つの断面をとっ

てこの傾向を検討した例てーあるが，特に海岸から内陸に向かう NW-SE方向

の断面をみるとこの傾向がよくうかがえる。

同時にまた，日本海沿岸の積雪については，一般に高さを増すにしたがっ

て積雪深を増すとし、われているが，この傾向も38・l豪雪においても明らかに

うかがえる。第2図の SW-NE方向の断面は，この傾向をかなり明瞭に示し

ている。

海岸線から距離および地形面の高きが増すにしたがって積雪深が増加する

こと は，一般的な傾向としてかなり明瞭に指摘できるが，そのいずれの要素

（距離と高さ）がより多く積雪を支配するかについては，今後さらに定量的な

検討を続ける必要があろう。今回，私たちが作業 した範囲についてし、えば，

高さの方が積雪深を支配する要素としては，大きし、ウェイトをもつように思

う。本稿に示した断面図についてみても，海岸線にほぼ平行にと った SW-

NE方向のものにおいて，山間金地（例えば勝山盆地など）が，海岸線からの距

離が遠いにかかわらず，積雪が少なく ，海岸線から近し、ホノ ケ山，日野山付

近に積雪が多いことなどの傾向が読み取れる。
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第 2図 福井地方積雪深分布断面図（38・1豪雪）
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第 3図 38・1豪雪における積雪深分布の偏差図

瞳 f間一に大 きかったて区
／畦地で2例以よ
I 50-IOO~h町山地で2~以よ l
¥J00-500m h町山地て4m"1_J二／

昌f聞のやや大きかった~IR)f低地でIm以よ ＼ 
'200～ JOOm h町山地でh 以よ I 、800～’.OOOmh町山地で4m以上ノ

L2J月間の小村、った地区 ＼ 
／惟地でIm未，局 、
( 40。－ SOOmh町山地て2m以上 ¥ 
¥1.500-2.000mh町山地で4m以よ／

今回作成した地図からみると，大略l0 mぐらレの高さで lm未満あるいは

l～2 mの積雪，500mぐらいの高さで2～3m，あるいは 3～4mの積雪，

1,000 m以上の山地で4～5m，あるいは 5m以上の積雪が標準であるよう

に観察される。

かりにこれを標準として，今回の積雪深区分図からこの標準と大きな差を

示す所をひろってみると，第 3図のようになる。

第 3図に示す積雪深分布のかたよりが，そのまま38・1豪雪の特徴とし、うに

は，やや前提条件に不十分な点もあるが大略の特徴は示しえていると思う。

大観すると，北陸の西半分は積雪の大きい地区が多く ，東半分は積雪の小さ

い地域が多い。ややくわしくみると積雪深の大ぎかった地区として，新潟県

の長岡，小千谷，小出付近，富山および岐阜県の飛騨山地の西北部，石川県

の白山山地の西斜面，それに続く福井県の大野，武生付近から背後の伊吹山
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地にかけての地区などがあげられる。これに対して新潟付近，糸魚川流域か

ら三国山地にかけての広レ地域，富山湾沿岸，金沢から福井にいたる沿岸部

などは，積雪深が小さし、。 38・1豪雪が里雪型と一般にいわれているが，それ

は，長岡周辺あるいはその背後の信濃川流域の例年より多い積雪と，三国山

地付近の例年より少なし、積雪を対比してのことであろう。この図でみると，

一般的に山地の積雪が，平地の積雪より絶対量からみてはるかに大きく ，ま

た高度を増すにしたがって積雪深をますこともかなり明らかにうかがえる。

38・1豪雪の分布の特徴を作った要因は，地形や海岸からの距離という一般

的な標準に対し，どのような気象条件のもとで昨冬の降雪がもたらされたか

とレうことがポイントであろう。気象条件とその解析については，私たちは

専門外であるし，また気象庁からくわ しいレポート もすでに出ているので，

それを参考にしてレただきたい。 本稿では今後のそのような検討の資料とな

第 4図 38・1豪雪の際の卓越風向 （雪面形の写真中J読により地表風を追跡して

求めた流線）

d 山1也

弘三 丘陵地

／／  雪面上の卓越風流線
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りうるかと考え，空中写真で判読した38・l豪雪の際の卓越風の方向を，大略

の流線として示しておいた（第 4図参照）。 卓越風の流れの大きな方向と， 降

雪をもたらした気団の高度などが，38・1豪雪の特徴を明らかにするための大

きな手がかりとなるだろうと考えるからである。

( 2) 積雪水量の計算

積雪水量は，電力その他の用水として重要な資源であると同時に，融雪洪

水の要因でもある。多目的ダムが多数建設されている今日，集水区域の積雪

水量を短期間に，簡易に調査することは重要な課題であろう。従来から，サ

ンプル ・コースのスノ ー・ サーベイにより，積雪水量を調査することは多く

の地区で行なわれてきた。

私たちの作った積雪深区分図がこの目的のため利用することができれば，

迅速に広い地域をカバーしうるとし寸点で，従来の調査方法を大きく改善す

ることができる。

私たちは，今回の積雪深区分図から日野川流域（九頭竜川上流）の一部 322

Km2について試算してみて 4億6,200万トンとし、う数字を得た。この数字は，

図上で流域および各積雪深階級別の面積を測定し，各階級別の平均積雪深

( l～2 mの階級ならば1.5m）を乗じ，積雪の平均密度を 0.45として計算した

数字である。 0.45としづ密度は，撮影日および対象地域に近い， 2月26日の

福井における全層密度である。

積雪深区分図から積雪水量を計算するためには，ここではかりに0.45とし、

う密度をとったが，この雪密度をよりくわ しく チェックする必要がある。さ

らにまた積雪水量と流出水量との関係が明らかにされないと，計算された積

雪水量を利水あるし、は治水と結びつけて役立てるには不十分である。前者に

ついては，地上での雪質調査地点を増すことが望ましいが，積雪が安定し，

全層ザラメ化して密度が最大となる時期（融雪期直前）を選んで撮影するなど

の配慮、により，写真調査の精度を高めることができょう。後者については，

土木研究所などで魚野川， 佐梨川流域をフィ ーノレ ドとして研究中であり，次

第に解明されることと思う。

4. 今後の課題

冒頭にも述べたとおり，空中写真による雪の調査の分野はきわめて広し、。



84 

ここでは，現在私たちが研究しつつある二，三のテーマを中心に今後の展望

を述べておく。

( l ) 積雪調査について

積雪深調査については，本稿で述べたとおり，広い地域の短期間の調査方

法につし、ては，一応のメドをつけえた。今後の課題としては，

l) 積雪深調査を簡易化すること，2) 小地域のくわしい積雪深調査の方

法を研究することの 2点が重要な課題であり，さらに， 3) 積雪深の変化を

追跡することも必要であろう。

l) 積雪深調査を簡易化すること，すなわち，写真上での測定の手続きを

経ないで，積雪深を知るためには，あらかじめ地上に対空標式を設置するこ

とであろう。対空標式の規模，形態によっては， 2万分の 1位の垂直写真で

も， m単位の積雪深を読み取りうると考え，目下調査中である。ヘ リコプタ

ーによる斜め写真の撮影が，対空標式による積雪深の読取りに有効である こ

とは，すでに明らかなので，今後は垂直写真で，積雪深を読み取りうる標式

の規模，形態，色彩などが研究されるべきであろう。同時にまたこれらの対

空標式が，最小数の分布で，最大の判読の鍵となるような分布位置につレて

の研究も必要であろう。

2) 小地域のくわしし、積雪深調査については， 大縮尺の地図（2,500あるい

は 5,000分の 1位）を精密に図化すること，本稿で述べたステレオト ープによ

る測定を，よりくわしくするための方法を検討することが必要である。この

ためには，いずれにしても大縮尺の写真（ l万分の 1位）が撮影されることが

望ましし、。冬期の山岳地帯で，大縮尺の垂直写真を撮影することは，必ずし

も容易ではないが，これらの点については，カメラや航空機の種類，ヘリコ

プターの利用などにより，特に小地域の場合は十分可能と考えてもよいであ

ろう。また私たちは， 2万～2.5万分の 1の写真を利用して，会津駒ヶ岳と

仙ノ倉付近について，無雪期と積雪期の 5,000分のlの地形図（ 2 m間隔およ

び 5m間隔の等高線）を図化してみた。これによると， m単位以上（例えば， 50

cm単位）のくわしさで積雪深を読むことはできず，写真の条件によっては m

単位でも困難であった。しかし，例えば，山陵の風向斜面と風背斜面では，

5～ 6 m以上積雪に差があること，吹溜りになる谷間では20mを越える積雪

があること，またそれに隣接する吹払いの斜宙では， l mに満たぬ積雪 しか
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なレことなど，局地的な積雪状態に，非常に大きな コントラス トがある こと

がわかった。

3) 積雪深の変化の追跡は，空中写真の最も得意とする分野の一つであり

反覆撮影を，効果的な時期（例えば，新雪期，最深積雪期，雪密度が最大となる時

期，なだれ頻発時期，融雪期なのに行なう ことによって，その目的を達成でき

ょう。

( 2) なだれ調査について

垂直写真および斜め写真がなだれの分布や規模，形態な どの調査に有効で

あることは容易に考えうる ことである。国鉄の塩沢雪実験所では，ヘリ コプ

ターによる斜め写真の反覆撮影により ，なだれの発生から消滅までの過程を

くわしく研究している。

私たちは，北陸全域につし、て20万分の lのなだれ分布図を作成し，また福

井県大野地区について 2万5,000分の lで，斜面の形態（地形）となだれとの

関係を明らかにする地図を作成した。 これらの作業はいずれも空中写真の判

読だけでまとめたものであり ，機会を得たらふたたび本紙でも紹介したし、と

考えているが， ここでは，大野地区の作業から明らかにしえた，地形となだ

第 4表 なだれの発生頻度と地形との関係

地形 条 ↑宇 発生頻度

N 3%  
N E 7 

E 13 
s E 27 
s 36 斜面の向き

s w 8 
w 2 

N W 4 

20～30° 5% 
発生地点の傾斜 30～40° 85 

40～50。 10 

凸 型 10% 
なだれ発生地点、の斜面形 直線型 10 

凹 型 80 

2～3 m 33% 
積雪深（積雪深区分図による） 3《 J 4 m 58 

4～5 m 9 
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れとの関係を第4表にまとめておく。表中の発生頻度とは，昭和38年 2月23

日撮影の写真にみられたなだれの数の百分比と解釈しておし、ていただきた

なだれの調査について空中写真の果たす役割は二つに大別できる。一つは

第 4表にその一部を示したごとく，なだれの発生と地形，植生との関係，な

だれ分布の地域的あるいは時期的な特徴などの基礎的な調査であり，もう一

つは国鉄がヘリ コプターによって斜め写真を利用してなだれ発生の早期発見

などに努めているように，緊急防災対策である。いずれの面でも空中写真の

果たす役割が大きく，今後広く利用されるようになるであろう。

( 3) 雪の判読基準カードの作成について

雪の調査においては，本稿でもたびたび述べてきたように，写真判読の果

たす役割がきわめて大きし、。あまり判読に熟練していない多数の人々が，写

真をやさしく判読するための手びきが必要である。そのために，積雪深ゃな

だれなどの判読の鍵となるし、くつかの基準カードが整備されることが望まし

い。私たちだけでなく， 雪の判読に経験をもっ者の手によって，この規準カ

ードを作成することは，今後早急に着手すべき，重要な仕事であると考えて

いる。

（建設省国土地理院地理課長）

（付記）

本稿は，科学技術庁の特別研究調整資による研究の一部の紹介である。研究は，

国土地理院地図部が中心になり ，筆者の他，五百沢智也．瀬戸玲子，松山泰子，稲

葉千代子などの諸氏と国際航空輸の協力によって進められたものである。

本稿では積雪深区分図のごく一部を示したにすぎないが．北陸全域の20万分の l

積雪深区分図を特に入手検討したい方があれば，国土地理院地図部地理課あて連絡

されたい。若干の余部はあるので御利用いただけると思う。
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