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短報

平成 24年 5月6日に茨城県常総市からつくば市にかけて

発生した竜巻による森林被害

鈴 木 覚*，1・後藤義明1・北村兼三1・高梨 聡I

岡 野 通 明l・野口宏典1・大谷義一1・坂本知己1

平成 24年 5月6日に茨城県常総市からつくば市にかけて竜巻が発生した。つくば市山木地区と平沢地区の森林被害を調査し

た。平沢地区の標高 50~130m の斜面に，直径 250~300m の円形の被害発生領域がみられ，この円形領域で竜巻が消滅したと

考えられた。この竜巻が消滅した地点を除き，次の特徴がみられた。 (1)壊滅的な被害は 100m前後の幅で発生し，これは竜巻

のスケールを反映していると考えられた。 (2)広葉樹を主体とした森林や強風被害を受けにくい条件を備えた森林とも壊滅的

な被害を受けたことから，ひとたび竜巻の経路にあたれば，林況にかかわらず壊滅的な被害が生じると考えられた。 (3)倒木は

竜巻経路の中心に向かつて倒れる傾向がみられた。これは竜巻による強風の特徴である風の収束を反映していると考えられた。

キーワード:竜巻，森林被害，強風，つくば布
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Oh旬DI，司'omokiS油 amoω1(2013) Forest Dar闘 geby a Thmado Run between Joso Cityωτ:Sukuba City on May 6， 2012. 

J Jpn For Soc 95: 32-36 A tornado occurred on May 6， 2012 from Jyoso ci1y to Tsukuba ci1y in Ibar必aP児島c伽re.τb.etornado 

severely des仕oyedforests in some areas.羽Teanalyzed 5 damaged forests of仕leYamala and Hirasawa districts in Tsukuba ci1y to c1邸前r

血echaracteristics of the dam日gedueto也etornado. A circular damaged area wi吐labout30αnofdiame舵rwas observed at出eendofthe

pa白 ofthe tornado. Except for the area， we recognized some characteris世csof damage; (1)百leseverely des廿'Oyedareas occurred in a 

belt of about 100 m of wid出.(2) Almost all仕'eeswere damaged in白ep白血of也eωrnadoeven血oughthey were broad leaf仕eesorhad 

lowheightcω-diarneter ratio，仕le1ypesof出白血atwould be expected to have s仕engthins仕'Ongwind.(3)官ledamaged仕eeswere usu-

ally fallen to任ledirection of the center of白eωrnadopa也sho対ng白econvergent wind caus巴dby吐letornado.

Key words: tornado， forest damage， s廿ongwind，Ts叫rubaci1y

1. はじめに

竜巻にはスーパーセル竜巻と非スーパーセル竜巻とがあ

り，どちらも地表面近くに生じた大気の渦が上空の積乱雲

に引き伸ばされて発生する。非スーパーセル竜巻は，通常

の積乱雲の上昇気流が渦を引き延ばして生じた竜巻である

CWakimoto and Wilson 1989)。他方のスーパーセル竜巻は，

内部にメソサイクロンという渦構造をもったスーパーセル

とよばれる巨大積乱雲が，渦を引き延ばして生じた竜巻で

ある CNodaand Niino 2005)。ドップラーレーダーによる

積乱雲中の大気の動きの観測および数値シミュレーション

から，竜巻の発生過程や構造が明らかにされ(野田・新野

2007)，その成果は気象庁の竜巻注意報のように，竜巻の

発生予測技術として実用化されている(瀧下 2009)。

2010年までの 4年間における「竜巻」および「竜巻ま

たはダウンパーストj の日本全国の年平均発生数は 25個

である(注1)。関東平野は竜巻の発生頻度が高く，その

中でも茨城県西部は高い(小元 1982; Niino et al. 1997)。

2012年 5月に茨城県で発生した竜巻は，主に水田や畑地

を通過したが，経路上の集落や工業団地で建築物の損壊，

自動車破損，街路樹の倒木等の被害が発生した(国土交

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E四mail:saωrusk@ffpri.affrc.go.jp 

通省国士技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所

2012)。竜巻は主に平野部で発生するため森林被害は少な

く，その報告は少ないが(吉田 1926;佐藤 1988)，この竜

巻では森林に壊滅的な被害が発生した。本報告ではつくば

市における森林被害を記録し，竜巻による森林被害の特徴

を明らかにするのが目的である。

11.竜巻の概要

本報告で対象とした竜巻は平成 24年 5月6日に常総市

大沢新田からつくば市平沢までおよそ 17kmにわたって，

幅 500m の範囲に被害を及ぼした。茨城県と栃木県で同

時に三つの竜巻が発生したが，その中で最も南の竜巻で

あった。基礎ごと転倒した住家があったことなどから，突

風の強さは F3と判定された(水戸地方気象台ら 2012)。

これは 5秒間平均で 70~92m/s の強風に相当する。また，

ドップラーレーダー観測からスーパーセル竜巻と推定され

た(気象庁ら 2012)。積乱雲の移動速度から竜巻の移動速

度は 60km/h程度と推定された。つくば市における竜巻

被害は，死者 1名，住家・非住家の全壊 200棟，半壊 238棟，

一部損壊710棟で、あった(水戸地方気象台ら 2012)。

1独立行政法人森林総合研究所気象環境研究領域 干305-8687 つくば市松の里 1(Dep紅白lentof Meteorolo訴calErr吋rorrment， Forestry and 

Forest Products Research Institute， 1 Matsunosaω，Ts叫ωba305-8687， J apan) 

(2012年6月11日受付;2012年11月6日受理)
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111. 調査地および調査方法

竜巻の発生地点から 13kmの位置にあるつくば市山木

地区と移動経路終端の平沢地区で調査を行った(図1)。

山木地区は南西方向の畑作地に連なる高台にあるが，幅

50 m程の水田が高台に細長く入り込んでいるため，半島

状に水田地帯に張り出している。ここには八巻神社があり，

10m程の高台に社殿があって，1.08haの神社林(図 1(a)) 

で覆われていた。神社林の南西方向には細い水田を挟んで

1.86 haの森林(図-1(b))があって，北あるいは北東方

向に下る斜面に位置している。また， 地区北東の高台の縁

に相当するところには 2.47haの森林(図-1(c))があり，

これを境に北東側は水田地帯になっている。これら 3カ所

の森林を竜巻が横断し，森林被害が発生した。山木地区の

3被害地は直線上に並んでおり，その方位はおよそ N60E

であった。本報告では 3カ所の森林を， (a)山木(神社林)， 

(b)山木(神社南西)， (c)山木(神社北東)と表記する。

市街地の被害が大きく報道された北条地区の 1km北東

が平沢地区である。筑波山頂から東に巻いて続く山系が，

東から西に張り出した部分の麓であり，筑波山頂の南に位

置する。山の斜面にはゴルフコースが造成されており，コー

スに隣接した平地に近いところの 0.35haのスギ，ヒノキ

林(図-1(d))が被害を受けた。尾根上の標高 200mにゴ

ルフ場のクラブハウスがあり，平地からそこに向かう斜

面にも倒木が発生した(図-1(e))。平地近くのスギ，ヒ

ノキ林と斜面の森林をそれぞれ， (d)平沢(平地)と (e)

平沢(斜面)と表記する。

地上の観察で被害状況を確認し竜巻発生の翌日に撮影

された高解像度オルソ画像で倒木方向を判読した。倒木は

樹冠の方向を矢印で表現し，長さを矢印の長さで表現し

た。上下方向のわからないものは直線で表記した。ただし，

画像から判読できた部分について図化したもので，矢印の

本数は倒木本数と対応せず¥矢印の長さはすべて倒木の長

さを表している訳でもない。 (e)平沢(斜面)の画像は入

図1.竜巻の経路と調査対象地の位置

(a)山木(神社林)， (b)山木(神社南西)， (c)山木 (神社北東)， (d)平沢

(平地)， (e)平沢(斜面)。破線矢印で竜巻の進行方向と推定経路を示した。

右下枠内において竜巻の発生から消滅までの推定経路を太い破線で示し，調

査対象地が位置する範囲を細い破線の矩形で示した。

手できなかったため，地上観察のみ行い，任意の被害木の

位置と倒木方向を目視で確認し地図上に落とした。樹

高や方位の計測にはレーザー距離計 (TruePulse360，Laser 

Technology， lnc.)を使用した。

IV.被害状況

1. (a)山木(神社林)

竜巻が南西斜面から神社林の中心部を通って北東斜面へ

抜けたと考えられた。北側の社殿裏と南東側の標高が低い

ところに比較的多くの樹木が残ったが，それ以外の社殿と

同じ台地上は，スギ5個体，ヒノキ 1個体，数個体のシラ

カシ以外は根返り，幹折れ，傾斜，湾曲等の被害を受けた。

被害面積はおよそ 0.82haであり，神社林面積の 76%に相

当していた。残存木9個体の平均樹高は 23m，平均胸高

直径は51cmであった。樹種は，スギとヒノキを主体に，

社殿と同じ台地上にサクラ類，ツバキ，シラカシ，外周部

にケヤキ，ツバキ，コナラ，シラカシが混ざっていた。一

般的に針葉樹より広葉樹が強風に耐性があるといわれる

が(笹沼 1996)，広葉樹も壊滅的な被害を受け，サクラ類，

コナラ，ツバキは根返りあるいは傾斜し，ケヤキは幹折れ

していた。竜巻の進行方向と正対する南西斜面は，およそ

20本のスギとヒノキの内残存したのは 4個体のみであっ

た(図-2)。被害形態は，いずれも 1個体の幹折れと傾斜

以外は，すべて根返りであった。幹折れした個体の樹幹に

は腐朽がみられ，それが幹折れの原因と考えられた。南西

斜面における残存木4本と被害木 3本の平均は，樹高 18.1

m，胸高直径 51cmであった。林縁のため樹冠長比が大き

し形状比が 35程度と小さいことから，林木の形状は強

風災害を受けにくい条件を備えていた(加茂ら 1993)。そ

れにもかかわらず壊滅的な被害が生じたのは，竜巻の強風

がいかに並外れていたかを示している。竜巻は中心気圧が

低く，渦を巻きながら中心へ向かつて風が収束するため，

倒壊物が竜巻の経路に集まるように残る(水戸地方気象台

ら2012)。倒木方向は，北東向きのものが最も多いが，竜

巻の進行方向に被害地の中心線を考えると， 北西向きのも

のは中心線の右側に，東向きの倒木は中心線の左側に分布

する傾向がみられ，竜巻による風の収束を反映していると

考えられた(図的。壊滅的被害地の幅は 128mであった。

図 2. (a)山木(神社林)南西斜面の被害状況
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壊滅的被害地から外れると被害は軽微で、あり，壊滅的被害

地と無被害地の境界が明瞭であった。

2. (b)山木(神社南西)

発生した倒木から任意に選んだ 12個体の樹種はスギ，

ヒノキ，ハリエンジ、ユ，エノキ，イヌシデ，ウワミズザク

ラ，シラカシであり，被害形態は，根返り 7個体，幹折れ

3個体，枝折れ 1個体であった(図-4)。被害面積は 0.78

haと推定された。倒木方向は北向きが多く，北東あるい

は東向きのものが混在し，等高線が北に凸になっている付

近では，そこに向かつて左右から倒木が生じていた(図-5)。

壊滅的被害地の幅は 90mであった。壊滅的被害地の東側

では被害が軽微であり，壊滅的被害地と無被害地の境界が

明瞭であった。

3. (c)山木(神社北東)

35年生のヒノキが混ざったスギ人工林であった。残存

木および被害木の合計 5個体の計測から，上層木の樹高は

15~21 m程度であったと推定された。竜巻の経路と思わ

れる場所は，ほとんどすべての個体が根返り，幹折れ，傾

斜，湾曲の被害を受け(図-6)，無被害のものは林縁部分

にわず、かに残っていた。幹折れのほとんどは破断しており，

それらが重なりあって上下の対応の判別が困難であった。

被害面積は 0.75haと推定された。林地は北東方向に緩や

④ 

」

図-3. (a)山木(神社林)における倒木の向き

調査対象の森林の範囲を実線で示した。被害が発生した範聞の中心線を破線

で示した。等高線に沿って記入した数字は標高である。

図 4. (b)山木(神社南西)の被害状況

かな斜面となっているが，その末端付近は急な下り斜面に

なり，そこにはイヌシデ，サクラ類，シラカシ，ケヤキな

どの広葉樹が分布していた。急斜面下の水田には倒木の一

部が倒れ込んだ。水田の所有者によると，多数のがれきや

枝が水田に深く刺さり込み， 一部は車で牽引しなければ抜

けないほどであったという。また，この周辺では水田と水

田の間にある舗装道のアスフアルトが 50mにわたってめ

くれて飛び散り，水田の土の一部は，植えつけたばかりの

稲もろともめくれあがって裏返しになるなど，吸い上げ

渦の痕跡も認められた。被害地内に設けた 15mX  15 m の

区画には 20個体あり，そのうち 18個体がスギまたはヒノ

キであった。したがって，スギとヒノキの立木密度は 800

本/haに相当する。区画内は全個体が被害を受け，被害形

態は根返り 7個体，幹折れ 10個体，湾曲 3個体であった。

これらのうち，根返り 1個体，幹折れ2個体，および湾曲

3個体は，他の個体の下敷きとなって生じた被害と思われ

た。これらを除くと，根返りはスギ，ヒノキともに 2個体

ずつ，ウワミズザクラとコナラが 1個体ずつ，幹折れは 8

個体発生し，すべてがスギであった。台風等による森林風

害において，スギは品種によ って幹折れの頻発が観察され

ている(諌本・高宮 1992)。本被害地で幹折れが高い率で

発生したのは，植栽されたスギ品種の特性によるのかもし

N
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図-5.(b)山木(神社南西)における倒木の向き

調査対象の森林の範囲を実線で示した。被害発生域の西側lは立木がないため，

被害発生域の東端から約 50mの位置を中心線と仮定し，破線で示した。等高

線に沿って記入した数字は標高である。

図-6. (c)山木(神社北東)の被害状況
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れない。調査区画外も含め被害地内から幹折れ個体を任意

に13個体選んだが，それらはすべてスギであり. 2個体

以外は腐朽がなく健全で、あった。腐朽のあった個体を除い

てプロットすると，胸高直径が大きくなると幹折れ高さも

大きくなる傾向がみられた(図-7)。根返り木6本，無被

害木3本で胸高直径と樹高の関係を求め，その推定式から，

これらの個体の幹折れ前の樹高を推定し，推定樹高に対す

る幹折れ高さの比をとった。すると，樹高に対しておおむ

ね0.2以下のところで幹折れが生じたと推定された(図 7)。

倒木方向は全体としては竜巻の進行方向と同じ北東であっ

たが，被害地の中心根付近への明瞭な収束がみられた(図

8)。壊滅的被害地の幅は 86mであった。壊滅的被害地か

ら外れると被害は軽微であり，壊滅的被害地と無被害地の

境界が明瞭であった。

4. (d)平沢(平地)

ヒノキが混ざったスギ林が 3，000本/haで植栽され，お

よそ 30年経過していた。残存 15個体の平均で胸高直径は

19.5 cm，樹高は 17.8mであった。 北西側の数列と林縁の

一部は被害を受けなかったが，それ以外はヒノキ 6個体，

スギ 1個体を除いて幾重にも重なって倒れていた(図-9)。

被害面積は 0.23haと推定され，被害のほとんどは根返り

だ、った。根返り木 10個体の根鉢直径は平均 171cm (分布

範囲 140cmから 220cm) だったが，根鉢の厚さ は平均

• 1.0 

400ト • 
-o 斡幹折折れれ高高ささの比

•• 0.8 

• • 0.6 

• • 
•• 

• 000 
。 。 0.2 

。。 。 。。
。。 10 20 30 40 50 

絢高直径(cm)

図 7. (c)山木(神社北東)における胸高直径に対する幹折れ高

さと推定樹高に対する幹折れ高さの比

ー・ぜ出ー-. 
図-8. (c)山木(神社北東)における倒木の向き

森林の範囲を実線で示し.15mx15mの区画を設定した位誼を黒丸で示 し

た。被害が発生した範囲の中心線を破線で示した。等高線に沿って記入した

数字は標高である。

37 cm (分布範囲 30cmから 44cm) と薄かっ た。周囲に

水田があること，および根返りで生じた土壌のくぼみに水

がたまっていたことから，土壌の水はけが悪いと推察され

た。したがって， 根系の支持力が弱く，ほとんどの個体が

根返りしたと考えられた。壊滅的被害はおよそ 53mの幅

で生じたが，竹林を挟んだ南東方向の林縁にも被害がみら

れ，それを含めると 128mであった。倒木方向は斜面方

位である南向き，あるいは等高線方向である南東向きのも

のが多かったが，竹林を挟んだ南東方向の林縁の被害を含

めると，竜巻経路の中心方向へ向かつて倒木が発生する傾

向がみられた(図 10)。

5. (e)平沢(斜面)

単木的な被害は標高 190mまでみられたが，面的に倒

木が発生した領域は，標高 130m付近までであった(図

11)。道路に沿って樹高 14~16m のメタセコイアとイチョ

ウが列状に植栽されていたが，それらの多くには幹折れが

観察され，場所によってはほとんどすべての個体に幹折れ

が生じている部分もあった。そうした被害木が連続した状

況がみられたのは標高 130mまでであった。被害木を地図

上に落としていくと，直径 250mないし 300m程度の円

形に近い領域に被害が多かった(図一12)。ゴルフ場の従業

図-9. (d)平沢(平地)の被害状況

，ー
図-10. (d)平沢(平地)の倒木の方向

調査対象の森林の範聞を実線で，竹が主である範囲を細い破線で示した。被

害が発生した範囲の中心線を太い破線で示した。等高線に沿って記入した数

字は標高である。
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図 11. (e)平沢(斜面)の被害状況

図-12. (e)平沢(斜面)における任意の倒木の位置と倒木方向

目視によるプロットであり，ここでは矢印の長さは倒木の長さと無関係である。

多数¢倒木カ苛在認された領域を破線で囲った。道路に沿った実線は，道路脇に植

栽されたイチョウとメタセコイアが連続的に幹折れや梢端折れ被害を受けた場

所を示している。等高線に沿って記入した数字は標高である。*1ゴルフ場のクラ

ブハウス，叫ゴルフ場のコース管理棟であり，一部の非住家が全壊した，時ゴル

フコース。

員によれば，クラブハウスの直前で竜巻が消滅したため，

クラブハウスには被害はほとんど生じなかったという 。 し

かし竜巻が巻き上げていた物がコース上に落下し，飛来

物の回収，撤去で営業再開まで 6日間要し，その量はトラッ

ク数台分であったという。従業員の証言，ゴルフコースに

大量の残骸が落下したことを考えると，この円形領域で竜

巻が消滅したものと考えられた。 また，円形領域の外周部

には左回りの方向に倒木が並ぶ傾向がみられ，竜巻による

旋回流を反映している可能性がある。

V.まとめ

(e) 平沢(斜面)では，直径 250~300 mの円形の被害

発生領域がみられ，ゴルフ場従業員の証言 と考え合わせる

と，竜巻はこの円形領域で消滅したと考えられた。 (e)平

沢(斜面)を除き，被害の発生に次の特徴がみられた。

1)山木地区では，被害地と無被害地の境界が明瞭で、，

壊滅的な被害は 100m前 後 の 幅 で 発 生 し た。 こ れ は竜巻

のスケールを反映していると考えられた。山木地区の1.7

km南西で電柱が5本傾斜した。電柱聞の距離と 竜巻の進

行方向か ら電柱を 傾斜させ た強風は 約 100mの幅をもっ

ていたと推定され，森林被害の壊滅的被害地の幅とも合致

する。

2)竜巻経路上では針葉樹，広葉樹の区別無く，また樹

冠長比や形状比の大小とも無関係に被害を受けていた。詳

細な調査を行っていないので厳密な比較はできないが，樹

種や樹齢によって竜巻による被害率に大きな差がみられた

という Shirakuraらの報告 (Shirakuraet al. 2006) と異な

る状況であり，ひとたび竜巻の経路にあたれば，林況にか

かわらず壊滅的な被害が生じると考えられた。

3)倒木は竜巻経路の中心方向に向かつて倒れる傾向が

みられ，竜巻の風の収束性を反映したものと考えられた。

山木地区の代表者，神社北東のスギ林の所有者，平沢のスギ林の

所有者，山木地区北東の水田の所有者に竜巻襲来時および襲来直後

の様子を説明いただいた。筑波国際カントリークラブでは点在する

被害地を案内いただいた。ここに記して謝意を表します。

被害地の高解像度オルソ画像は国土地理院から提供された。地図

は国土地理院の電子国土Webシステムから提供された。
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注記

(注 1)気象庁の 「竜巻等の突風データベースJ(http://www.data.jma. 

go.jp/ obd/ stats/ da匂/bosai/tornado/)による。
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