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ランタン谷の雪崩堆積物と氷河変動、および災害地形について
―2017 年春のネパール・ヒマラヤのフィールド・ノート―

伏見碩二

カトマンズ大学客員教授
滋賀県立大学名誉教授

ヒマラヤ学誌　No.19, 115-123, 2018

1）はじめに
　中央ネパール・ヒマラヤのランタン谷の調査は
今回が 3度目である。1975年に初めて行った時注 1）

はトリスリ・バザールがカトマンズからのバスの
終点で、ランタン谷の出合のシャプルーまで 3日
ほど歩いた。また 1997年の時は終点ドゥンチェ
からシャプルーまで 1日かかったが、夏の雨期で、
断層地帯であるドゥンチェ周辺の崩壊地をバスが
喘ぎながら昇っていく恐怖の道だった。だが、今
回の快適な舗装道路はランタン谷の出合のシャプ
ルーを越え、さらにトリスリ川上流のチベット国
境方面まで通じていると言う。チベット鉄道はす
でにラサからシガツェまでのびており、そう遠く
ない将来に、トリスリ川沿いに南下し、カトマン
ズまで通じるというのだ。従来のコダリ・ルート
が氷河湖決壊洪水で危険になっているので、近年
は、トリスリ川流域の開発の進展がめざましいよ
うだ。
　今回のランタン谷における調査目的は、1）
2015年 4月 25日のネパール地震で大災害を引き
起こしたランタン村周辺の雪崩堆積物の構造、2）
1975年以来調査をしているキャンジン・ゴンパ
北のキムシュン（ツェルベチェ）氷河の変動を明
らかにすることにくわえて、3）災害を引き起こ
しやすい現地地形の中でホテル建設などが急ピッ
チで進む課題を明らかにすることであった。調査
は 2017年 3月 26日から 4月 5日まで 11日間行い、
ルートはシャプルーからキャンジン・ゴンパ往復
である（写真 1）。この報告は、調査終了翌日の 4
月 6日にまとめた予察的報告注 2）をもとにし、そ
の 10日後の 4月 16日に公開した注 3）もので、現
地踏査直後の印象が失せないように、時をおかず
に整理を行ったフィールド・ノートの一種で、い
わゆる論文のたぐいでないことをはじめにお断り

しておく。

2）ランタン村周辺の雪崩堆積物について
　バナナやサボテン（ユーフォルビア）のような
乾燥・亜熱帯的植物が生えるシャプルー周辺から
苔むした森林地帯の入り口であるバンブー（名前
の通り株状に群生した竹や笹がモス・フォーレス
トの下生え）をへて、2日目には U字谷のゴラタ
ベラに到着すると、ランタン村を覆う調査目的の
雪崩堆積物が望見できた（写真 2）。
　2015年 4月 25日の雪崩発生当時は、雪崩堆積
物がランタン村からランタン川を覆い、対岸まで
達していたが、今回はランタン川が堆積物中の氷
体を融かし、右岸側の雪崩堆積物本体と左岸側の
雪崩堆積物末端部とが分離していた（写真 3、4）。
しかも、雪崩堆積物中の氷体は、下位の A層と上
位の B層とに、つまり 2回の雪崩による氷体層が
堆積していることを示していたのである（写真 4、
8）。第 1回目の雪崩は、3 － 2）章で述べるように、
現地にいた大阪市立大学のランタン・リ峰登山隊
の報告注 4）で、地震直後の正午ごろにランタン・リ
峰頂上部が崩れ、雪崩をひきおこし、ランタン村
を襲ったことが分かっている。しかし、第 2回目
の雪崩の発生時期はいつであろうか。また、B層
上部の融解層の厚さ、つまり B層の表面が融けた
ことを示す草付き斜面（B0）から B層表面までの
比高（写真 4）がわかれば、雪崩発生からほぼ 2
年間の融解量を推定することができる。従って、
雪崩堆積物中の氷体が今後いつまで残っていくの
か、も推定できるであろう。現地で以上の点など
を遠くから初めて観察して、雪崩堆積物の構造を
明らかにする基本的な調査方針が固まった。
　ランタン村のテンバ・ラマさんによれば、ラン
タン川の対岸まで覆っていた当初の雪崩堆積物
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は、雪崩発生から 1年半後の 2016年 10月にラン
タン川を境に分離したとのことである。従って、
分離以前に現地調査をしたら、今回のように雪崩
堆積物中の氷体構造を観測することは難しかった
ことであろう。今回のように、雪崩堆積物の分離
後に現地調査でき、雪崩堆積物の構造をつぶさに
調査できたことは幸運であった。
　最初にまず、雪崩堆積物全体を俯瞰するために、
南側のモレーン地形上の上部（写真 5、7の D地点）
から全体観察を行い、パノラマ写真を撮った（写
真 6のパノラマ組写真の上は写真 5、7の E地点
から、中は写真 5、7の D地点から撮影）ところ、
新たに建てられたランタン村の家々が僅かに上流
部に小さく見えるように、雪崩堆積物の規模の大
きさに圧倒された。雪崩堆積物表面には、写真 5、
7の B地点を起源とする小川が流れ下っており、
雪崩堆積物中央部の 2つの池（Pond1と Pond2）
を通り、Pond2で地下に浸透していた（写真 5）。
ランタン村と下流のチャムキ村に通じる踏み跡が
雪崩堆積物中央部の Pond2周辺を通り、雪崩堆積
物を横断すように、ランタン川に平行についてい
る（写真 5）。なお、写真 6下のパノラマ写真は
写真 5、7の B地点から撮ったもので、雪崩堆積
物上の Pond1が見えている。
　雪崩が発生したランタン村上部の谷からは現在
は落下物がほとんどないとの住民の話を聞き、上
部の谷の残留堆積物は安定化しているものと解釈
して、3月 31日に雪崩堆積物上を上流から下流
まで、安全に注意しながら、できるだけ歩き回っ
て詳細調査をすることにした（写真 7）。ランタ
ン川左岸に分離された氷体には 4つが認められ、
右岸の雪崩堆積物本体の氷体（AS0）と区別し、
上流から氷体AS1～ AS4と識別した（写真 5と 8）。
また、B層表面の融解を示す草付き斜面下限 B0
から残存する B層表面までの比高は目測で 10m
程度であった。雪崩堆積物形成時からほぼ 2年間
たっているので、単純計算で、年間融解量は 5m
程度であることが推定できた。
　まずは、層位学的調査の基本として、ランタン
川右岸のランタン村を覆っている雪崩堆積物本体
の氷体と分離した左岸の氷体の A層と B層の対
比を行った。両岸に分布する氷体はともに A層
と B層によって構成されており（写真 4、9）、雪
崩堆積物全体に共通する基本的構造であるととも

に、その A層と B層の境界構造も認識できた（写
真 9の矢印）。さらにこの露頭でも、2年前の雪
崩堆積物が最初に覆っていた表面を示す左岸の草
付き状態が回復していない地点（B0)が連続的に
現れており、現存する B層上部との比高が 10m
程度であるので、前述のように、2年間の B層上
部の低下量は B層の融解量になり、単純計算だが、
年平均 5m程度と推定できた。そこで氷体の分布
を見ると、雪崩堆積物の目測による層厚は下流側
で 30m程度と薄く、上流側では厚いところで
50m程度あるので、雪崩堆積物中の氷体は、単純
計算で、今後 10年程度は少なくとも残存する可
能性があることが推定できた。
　雪崩堆積物中の A層については 2015年 4月 25
日正午ごろのネパール地震発生直後に形成されたの
であるが、B層に関しては、伊藤陽一ら（2016）注 5）

によると、「2015年 4月 25日に発生したネパール・
ゴルカ地震およびその余震（5月 12日）により、
ネパールのランタン谷では雪崩や雪と土砂が混合し
たなだれが誘発され、斜面下方の集落を襲った」と
述べているように、5月 12日の大きな余震の際に
第 2回目の雪崩が発生したと報告している。ところ
が、住民によると 5月 12日には雪崩はなく、5月 2
日の 11時頃に雪崩が発生したとのことである。ネ
パール地震局の資料注 6）によると、5月 2日 11時 20
分のマグニチュード 5.1の比較的強い余震があり、
第 1回目の雪崩後に取り残されていた不安定な堆積
物が流動化し、2回目の雪崩を発生させた、と解釈
できる。なおその後は、ランタン村上部の雪崩発生
地域の堆積物は安定化したため、5月 12日のマグ
ニチュード 6.8の大きな余震でも、雪崩を引き起こ
さなかったのであろう。
　上記の第 2回目の雪崩発生のきっかけに関して
は、地元のセン・ノルブさんの話をもとに、余震
データ注 6）をみて、11時 13分にも弱い余震があ
るが、11時 20分の比較的強い余震が発生原因に
なると解釈したのであるが、連続的に発生した 2
つの地震があたかもダブルパンチのように効いた
可能性もある。また、地元のテンバ・ラマさんに
聞くと、第 2回目の雪崩発生時刻は 5月 2日の午
後 3 ～ 4時であったという。ただし、ネパール地
震局の 5月 2日の余震データをみても、その時刻
には引き金になるような余震は観測されていな
い。いずれにしても、第 2回目の雪崩災害の発生
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１）はじめに 
中央ネパール・ヒマラヤのランタン谷の調査は今回が３度目である。１９７５年に初めて行った時注1)はトリスリ・

バザールがカトマンズからのバスの終点で、ランタン谷の出合のシャプルーまで３日ほど歩いた。また１９９７年

の時は終点ドゥンチェからシャプルーまで１日かかったが、夏の雨期で、断層地帯であるドゥンチェ周辺の崩壊

地をバスが喘ぎながら昇っていく恐怖の道だった。だが、今回の快適な舗装道路はランタン谷の出合のシャプ

ルーを越え、さらにトリスリ川上流のチベット国境方面まで通じていると言う。チベット鉄道はすでにラサからシ

ガツェまでのびており、そう遠くない将来に、トリスリ川沿いに南下し、カトマンズまで通じるというのだ。従来のコ

ダリ・ルートが氷河湖決壊洪水で危険になっているので、近年は、トリスリ川流域の開発の進展がめざましいよ

うだ。 

  
写真１ ランタン村周辺調査のGPS軌跡図        写真２ ゴラタベラから雪崩堆積物が望見できる。 
 

今回のランタン谷における調査目的は、１）２０１５年４月２５日のネパール地震で大災害を引き起こしたラン

タン村周辺の雪崩堆積物の構造、２）１９７５年以来調査をしているキャンジン・ゴンパ北のキムシュン（ツェルベ

チェ）氷河の変動を明らかにすることにくわえて、３)災害を引き起こしやすい現地地形の中でホテル建設など

が急ピッチで進む課題を明らかにすることであった。調査は２０１７年３月２６日から４月５日まで11日間行い、ル

ートはシャプルーからキャンジン・ゴンパ往復である（写真１）。この報告は、調査終了翌日の４月６日にまとめた

予察的報告注２）をもとにし、その１０日後の４月１６日に公開した注３）もので、現地踏査直後の印象が失せないよ

うに、時をおかずに整理を行ったフィールド・ノートの一種で、いわゆる論文のたぐいでないことをはじめにお断

りしておく。 
 
２）ランタン村周辺の雪崩堆積物について 

バナナやサボテン（ユーフォルビア）のような乾燥・亜熱帯的植物が生えるシャプルー周辺から苔むした森

林地帯の入り口であるバンブー（名前の通り株状に群生した竹や笹がモス・フォーレストの下生え）をへて、２日

目にはU字谷のゴラタベラに到着すると、ランタン村を覆う調査目的の雪崩堆積物が望見できた（写真２）。 
２０１５年４月２５日の雪崩発生当時は、雪崩堆積物がランタン村からランタン川を覆い、対岸まで達していた

が、今回はランタン川が堆積物中の氷体を融かし、右岸側の雪崩堆積物本体と左岸側の雪崩堆積物末端部

とが分離していた（写真３、４）。しかも、雪崩堆積物中の氷体は、下位のA層と上位のB層とに、つまり２回の雪

崩による氷体層が堆積していることを示していたのである（写真４、８）。第１回目の雪崩は、３－２）章で述べる

ように、現地にいた大阪市立大学のランタン・リ峰登山隊の報告注４）で、地震直後の正午ごろにランタン・リ峰頂

上部が崩れ、雪崩をひきおこし、ランタン村を襲ったことが分かっている。しかし、第２回目の雪崩の発生時期
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   ランタン村のテンバ・ラマさんによれば、ランタン川の対岸まで覆っていた当初の雪崩堆積物は、雪崩発生か
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今回のように雪崩堆積物中の氷体構造を観測することは難しかったことであろう。今回のように、雪崩堆積物の
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積物の規模の大きさに圧倒された。雪崩堆積物表面には、写真５、７のB地点を起源とする小川が流れ下って
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ランタン川に平行についている（写真５）。なお、写真６下のパノラマ写真は写真５、７のB地点から撮ったもので、

雪崩堆積物上のPond1が見えている。 
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写真 1	 ランタン村周辺調査のGPS軌跡図

写真 5	 赤い点線が、雪崩堆積物周辺の調査ルート

写真 3	 チャムキ村から見た雪崩堆積物（点線内）

写真 2	 ゴラタベラから雪崩堆積物が望見できる。

写真 6	 ランタン村の雪崩堆積物のパノラマ写真

写真 4	 雪崩堆積物A・B層氷とB層融解の草付き斜面
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日に関しては 5月 1日という人もいることに加え
て、発生時刻に関しては午前と午後の 2説がある
ように、地元の人々によって異なり、その記憶が
薄れてきていると思われるので、正確な記録をと
どめておくことが必要である。そのためにも、住
民の災害意識の向上および被害軽減のためには、
住民と研究者が協力し、カトマンズにヒマラヤ地
震博物館注 7）を建てるだけでなく、ランタン村に
ヒマラヤ災害情報センター注 8）を設立し、現地で
も協力しながらともに学習することが重要だ、と
考える。
　雪崩堆積物上部（写真 5、7の C地点）には雪
崩跡を示す 20m四方の雪渓が残っており、積雪
期には雪崩が発生していることを示している。現
在のところは、ランタン村上部の雪崩発生源地域
の残留堆積物が安定化しているにしても、雪崩の
流路になった地域（写真 10に示す矢印）の稜線
部分には懸垂氷河（点線内）があり、ランタン村

の復興事業に尽力している貞兼綾子さんが指摘す
るように、懸垂氷河が落下してくる危険性も考え
られる。そこには、懸垂氷河落下を受け止める
16世紀の氷河のモレーン堆積物（写真 10の 16th C. 
Moraine）があり、その内部に湖が形成されるよ
うになれば、ネパール・ヒマラヤでは小規模な氷
河湖決壊洪水（GLOF)災害が起こっている注 9）の
で、留意する必要があることを指摘しておきたい。
そのような災害を防ぐためには、雪崩堆積物周辺
には新築家屋を建てないことだが、5）章でも述
べるように、すでに新しいホテルなどが林立して
しまっているので、対症療法的には、ネパール中
央部のマルシャンディ川中流のタール村が洪水対
策のために建設しているような、日本の防潮堤の
ような石積みの堤を築くのも一つの方法であろ
う。そのような現実的課題を住民とともに協議す
るためにも、上記のヒマラヤ災害情報センターの
ような施設が必要になるであろう。
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写真９ 氷体（AS４）でのA層とB層の境界層（矢印）  写真10 ランタン村上部の雪崩発生源地域 
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れる。そこには、懸垂氷河落下を受け止める１６世紀の氷河のモレーン堆積物（写真１０の16th C. Moraine）が

あり、その内部に湖が形成されるようになれば、ネパール・ヒマラヤでは小規模な氷河湖決壊洪水（GLOF)災
害が起こっている注９）ので、留意する必要があることを指摘しておきたい。そのような災害を防ぐためには、雪崩

堆積物周辺には新築家屋を建てないことだが、５）章でも述べるように、すでに新しいホテルなどが林立してし
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３ 雪崩堆積物に関する補足 
３－１）雪崩堆積物の表面構造について 

  
写真11 雪崩堆積物上流域の流紋構造         写真12 下流域のアイス・フォール的流下構造 
 
  雪崩堆積物が形成された直後の２０１５年６月３日にヘリコプター観測をされた山形大学の八木先生が撮影さ

れた上流域の流紋構造（写真１１）や下流域のアイス・フォール的流下構造（写真１２）は今回観察されなかった

のであるが、雪崩堆積物形成後の２年間にわたる１０ｍ程度の表面低下が進行するなかでそれぞれの動的構

造が弱まるか、消えていき、雪崩堆積物自体がより静的な安定状態になってきた、と解釈して良いものかどうか

気になるところではある。 
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3

また、B層表面の融解を示す草付き斜面下限B0から残存するB層表面までの比高は目測で１０ｍ程度であっ

た。雪崩堆積物形成時からほぼ２年間たっているので、単純計算で、年間融解量は５ｍ程度であることが推定

できた。  

  
写真７ 雪崩堆積物周辺の実地調査のGPS軌跡図  写真８ 氷体（AS1～４）分布と草付き斜面下限（B0） 
 
   まずは、層位学的調査の基本として、ランタン川右岸のランタン村を覆っている雪崩堆積物本体の氷体と分

離した左岸の氷体のA層とB層の対比を行った。両岸に分布する氷体はともにA層とB層によって構成されてお

り（写真４，９）、雪崩堆積物全体に共通する基本的構造であるとともに、そのA層とB層の境界構造も認識でき

た（写真９の矢印）。さらにこの露頭でも、２年前の雪崩堆積物が最初に覆っていた表面を示す左岸の草付き

状態が回復していない地点（B0)が連続的に現れており、現存するB層上部との比高が１０ｍ程度であるので、

前述のように、２年間のB層上部の低下量はB層の融解量になり、単純計算だが、年平均５ｍ程度と推定でき

た。そこで氷体の分布を見ると、雪崩堆積物の目測による層厚は下流側で３０ｍ程度と薄く、上流側では厚いと

ころで５０ｍ程度あるので、雪崩堆積物中の氷体は、単純計算で、今後１０年程度は少なくとも残存する可能性

があることが推定できた。 
   雪崩堆積物中のA層については２０１５年４月２５日正午ごろのネパール地震発生直後に形成されたのであ

るが、B層に関しては、 伊藤陽一ら（2016）注５）によると、「2015年4月25日に発生したネパール・ゴルカ地震およ

びその余震（5月12日）により，ネパールのランタン谷では雪崩や雪と土砂が混合したなだれが誘発され，斜面

下方の集落を襲った」と述べているように、５月１２日の大きな余震の際に第２回目の雪崩が発生したと報告し

ている。ところが、住民によると５月１２日には雪崩はなく、５月２日の１１時頃にに雪崩が発生したとのことである。

ネパール地震局の資料注６）によると、５月２日１１時２０分のマグニチュード５．１の比較的強い余震があり、第１

回目の雪崩後に取り残されていた不安定な堆積物が流動化し、２回目の雪崩を発生させた、と解釈できる。な

おその後は、ランタン村上部の雪崩発生地域の堆積物は安定化したため、５月１２日のマグニチュード６．８の

大きな余震でも、雪崩を引き起こさなかったのであろう。 
 上記の第２回目の雪崩発生のきっかけに関しては、地元のセン・ノルブさんの話をもとに、余震データ注６）をみ

て、１１時１３分にも弱い余震があるが、１１時２０分の比較的強い余震が発生原因になると解釈したのであるが、

連続的に発生した２つの地震があたかもダブルパンチのように効いた可能性もある。また、地元のテンバ・ラマ

さんに聞くと、 第２回目の雪崩発生時刻は５月２日の午後３～４時であったという。ただし、ネパール地震局の５

月２日の余震データをみても、その時刻には引き金になるような余震は観測されていない。いずれにしても、第

２回目の雪崩災害の発生日に関しては５月１日という人もいることに加えて、発生時刻に関しては午前と午後の

２説があるように、地元の人々によって異なり、その記憶が薄れてきていると思われるので、正確な記録をとど

めておくことが必要である。そのためにも、住民の災害意識の向上および被害軽減のためには、住民と研究者

が協力し、カトマンズにヒマラヤ地震博物館注７）を建てるだけでなく、ランタン村にヒマラヤ災害情報センター注８）

を設立し、現地でも協力しながらともに学習することが重要だ、と考える。 

3

また、B層表面の融解を示す草付き斜面下限B0から残存するB層表面までの比高は目測で１０ｍ程度であっ

た。雪崩堆積物形成時からほぼ２年間たっているので、単純計算で、年間融解量は５ｍ程度であることが推定

できた。  

  
写真７ 雪崩堆積物周辺の実地調査のGPS軌跡図  写真８ 氷体（AS1～４）分布と草付き斜面下限（B0） 
 
   まずは、層位学的調査の基本として、ランタン川右岸のランタン村を覆っている雪崩堆積物本体の氷体と分

離した左岸の氷体のA層とB層の対比を行った。両岸に分布する氷体はともにA層とB層によって構成されてお

り（写真４，９）、雪崩堆積物全体に共通する基本的構造であるとともに、そのA層とB層の境界構造も認識でき

た（写真９の矢印）。さらにこの露頭でも、２年前の雪崩堆積物が最初に覆っていた表面を示す左岸の草付き

状態が回復していない地点（B0)が連続的に現れており、現存するB層上部との比高が１０ｍ程度であるので、

前述のように、２年間のB層上部の低下量はB層の融解量になり、単純計算だが、年平均５ｍ程度と推定でき

た。そこで氷体の分布を見ると、雪崩堆積物の目測による層厚は下流側で３０ｍ程度と薄く、上流側では厚いと

ころで５０ｍ程度あるので、雪崩堆積物中の氷体は、単純計算で、今後１０年程度は少なくとも残存する可能性

があることが推定できた。 
   雪崩堆積物中のA層については２０１５年４月２５日正午ごろのネパール地震発生直後に形成されたのであ

るが、B層に関しては、 伊藤陽一ら（2016）注５）によると、「2015年4月25日に発生したネパール・ゴルカ地震およ

びその余震（5月12日）により，ネパールのランタン谷では雪崩や雪と土砂が混合したなだれが誘発され，斜面

下方の集落を襲った」と述べているように、５月１２日の大きな余震の際に第２回目の雪崩が発生したと報告し

ている。ところが、住民によると５月１２日には雪崩はなく、５月２日の１１時頃にに雪崩が発生したとのことである。

ネパール地震局の資料注６）によると、５月２日１１時２０分のマグニチュード５．１の比較的強い余震があり、第１

回目の雪崩後に取り残されていた不安定な堆積物が流動化し、２回目の雪崩を発生させた、と解釈できる。な

おその後は、ランタン村上部の雪崩発生地域の堆積物は安定化したため、５月１２日のマグニチュード６．８の

大きな余震でも、雪崩を引き起こさなかったのであろう。 
 上記の第２回目の雪崩発生のきっかけに関しては、地元のセン・ノルブさんの話をもとに、余震データ注６）をみ

て、１１時１３分にも弱い余震があるが、１１時２０分の比較的強い余震が発生原因になると解釈したのであるが、

連続的に発生した２つの地震があたかもダブルパンチのように効いた可能性もある。また、地元のテンバ・ラマ

さんに聞くと、 第２回目の雪崩発生時刻は５月２日の午後３～４時であったという。ただし、ネパール地震局の５

月２日の余震データをみても、その時刻には引き金になるような余震は観測されていない。いずれにしても、第

２回目の雪崩災害の発生日に関しては５月１日という人もいることに加えて、発生時刻に関しては午前と午後の

２説があるように、地元の人々によって異なり、その記憶が薄れてきていると思われるので、正確な記録をとど

めておくことが必要である。そのためにも、住民の災害意識の向上および被害軽減のためには、住民と研究者

が協力し、カトマンズにヒマラヤ地震博物館注７）を建てるだけでなく、ランタン村にヒマラヤ災害情報センター注８）

を設立し、現地でも協力しながらともに学習することが重要だ、と考える。 



ヒマラヤ学誌　No.19　2018

― 119 ―

3）雪崩堆積物に関する補足
3－ 1）雪崩堆積物の表面構造について
　雪崩堆積物が形成された直後の 2015年 6月 3
日にヘリコプター観測をされた山形大学の八木先
生が撮影された上流域の流紋構造（写真 11）や
下流域のアイス・フォール的流下構造（写真 12）
は今回観察されなかったのであるが、雪崩堆積物
形成後の 2年間にわたる 10m程度の表面低下が
進行するなかでそれぞれの動的構造が弱まるか、
消えていき、雪崩堆積物自体がより静的な安定状
態になってきた、と解釈して良いものかどうか気
になるところではある。

3 － 2）地震発生直後の雪崩発生について
　2015年 4月にランタン・リルン峰（7227m）の
西隣にあるランタン・リ峰（写真 13；7205m）の
登山をしていた大阪市立大学の山岳部は、25日
の地震直後にランタン・リ峰頂上部が崩れ、雪崩
をひきおこしたのを目撃し、その時、登山基地に
いた隊員、佐藤英樹氏はその時の状況を撮影して
いる（写真 14）。ランタン・リ峰の頂上部は、地
震前の地震前のなだらかな三角形から、地震後の
凸凹の地形に変化し（写真 14の右下）、大量の氷
塊が崩れ落ちていったことをうかがわせている。

4）キムシュン氷河の変動について
　キムシュン氷河の観測は、1）で述べたように、
1975年に亡き五百澤智也さんとはじめたのであ
るが、42年ぶりに、氷河下流部にお目にかかる
ことができる夏の放牧小屋（北緯 28度 13分、東
経 85度 34分、高度 4163m）から氷河末端を観測
した（写真 15）。東ネパールのクンブ地域で調査
してきたギャジョ氷河などの圏谷（カール）氷河

は大きく後退し、氷河流動が認められない雪渓状
態に大きく衰退しているが、懸垂（ハンギング）
氷河のキムシュン氷河の後退量を 1975年と 2017
年で比較すると、ギャジョ氷河などの圏谷氷河ほ
ど大きな変化は見られなかった（写真 16）。とい
うのは、右岸（写真に向かって左側）末端部で
100m程度、中央部で 50mほど、左岸末端部では
ほとんど変化は見られなかったので、懸垂氷河下
流の流下速度が 2015年の地震で大きくなり、温
暖化による末端部の後退量を少なくしている可能
性がある、と解釈した。

5）災害地形について
　ランタン川との出会いに位置するシャプルーは
V字谷の峡谷であるが、その上部には U字谷の地
形が認められる（写真 17）ので、かつてのランタ
ン谷に広く発達した大規模氷河によって形成され
た U字谷（写真 18）がトリスリ川のシャプルー周
辺の下流にまで連続的に分布していることを示す。
シャプルーから歩きはじめて 2日後にゴラタベラ
に近づくと、ランタン谷の大規模な U字谷地形が
あらわれ、谷底はモレーン堆積物に覆われるとと
もに、U字谷の一部では崖錐地形が発達し、大規
模な地滑り・落石地帯になっている（写真 18）。
　ゴラタベラでは、地震時の落石で壊されたホテ
ルを同じ場所に再建している（写真 19）ことが
示すように、災害から何も学んでいない残念な実
態は、ランタン村の新築ホテルにも見られる。ま
た今回、宿泊したバンブーも背後の急崖からの落
石災害の危険性の高い地点で（写真 20）、このよ
うな危険な場所のホテルは遠慮して、安全なとこ
ろに泊まりたいものだ。以上のように、ランタン
谷のホテル選定には充分な注意が必要である。

4

  
写真９ 氷体（AS４）でのA層とB層の境界層（矢印）  写真10 ランタン村上部の雪崩発生源地域 
 
   雪崩堆積物上部（写真５、７のC地点）には雪崩跡を示す２０ｍ四方の雪渓が残っており、積雪期には雪崩が

発生していることを示している。現在のところは、ランタン村上部の雪崩発生源地域の残留堆積物が安定化し

ているにしても、雪崩の流路になった地域（写真１０に示す矢印）の稜線部分には懸垂氷河（点線内）があり、ラ

ンタン村の復興事業に尽力している貞兼綾子さんが指摘するように、懸垂氷河が落下してくる危険性も考えら

れる。そこには、懸垂氷河落下を受け止める１６世紀の氷河のモレーン堆積物（写真１０の16th C. Moraine）が

あり、その内部に湖が形成されるようになれば、ネパール・ヒマラヤでは小規模な氷河湖決壊洪水（GLOF)災
害が起こっている注９）ので、留意する必要があることを指摘しておきたい。そのような災害を防ぐためには、雪崩

堆積物周辺には新築家屋を建てないことだが、５）章でも述べるように、すでに新しいホテルなどが林立してし

まっているので、対症療法的には、ネパール中央部のマルシャンディ川中流のタール村が洪水対策のために

建設しているような、日本の防潮堤のような石積みの堤を築くのも一つの方法であろう。そのような現実的課題

を住民とともに協議するためにも、上記のヒマラヤ災害情報センターのような施設が必要になるであろう。 
 
３ 雪崩堆積物に関する補足 
３－１）雪崩堆積物の表面構造について 

  
写真11 雪崩堆積物上流域の流紋構造         写真12 下流域のアイス・フォール的流下構造 
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のであるが、雪崩堆積物形成後の２年間にわたる１０ｍ程度の表面低下が進行するなかでそれぞれの動的構

造が弱まるか、消えていき、雪崩堆積物自体がより静的な安定状態になってきた、と解釈して良いものかどうか

気になるところではある。 
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３－２）地震発生直後の雪崩発生について 

  
写真13 ランタン・リルン峰とランタン・リ峰  写真14 ランタン・リ峰頂上部から雪崩発生 

 

2015年4月にランタン・リルン峰（7227ｍ）の西隣にあるランタン・リ峰（写真13；7205ｍ）の登山

をしていた大阪市立大学の山岳部は、25日の地震直後にランタン・リ峰頂上部が崩れ、雪崩をひきお

こしたのを目撃し、その時、登山基地にいた隊員、佐藤英樹氏はその時の状況を撮影している（写真

14）。ランタン・リ峰の頂上部は、地震前の地震前のなだらかな三角形から、地震後の凸凹の地形に

変化し（写真14の右下）、大量の氷塊が崩れ落ちていったことをうかがわせている。 
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  ランタン川との出会いに位置するシャプルーはV字谷の峡谷であるが、その上部にはU字谷の地形が認めら

れる（写真17）ので、かつてのランタン谷に広く発達した大規模氷河によって形成されたU字谷（写真18）がトリ

スリ川のシャプルー周辺の下流にまで連続的に分布していることを示す。シャプルーから歩きはじめて２日後

にゴラタベラに近づくと、ランタン谷の大規模なU字谷地形があらわれ、谷底はモレーン堆積物に覆われるとと

もに、U字谷の一部では崖錐地形が発達し、大規模な地滑り・落石地帯になっている（写真18）。 

  
写真17 シャプルー周辺のV字谷とU字谷地形       写真18 ゴラタベラのU字谷とモレーン堆積物、崖錐 
 
  ゴラタベラでは、地震時の落石で壊されたホテルを同じ場所に再建している（写真19）ことが示すように、災

害から何も学んでいない残念な実態は、ランタン村の新築ホテルにも見られる。また今回、宿泊したバンブーも

背後の急崖からの落石災害の危険性の高い地点で（写真20）、このような危険な場所のホテルは遠慮して、安

全なところに泊まりたいものだ。以上のように、ランタン谷のホテル選定には充分な注意が必要である。 

  
写真19 崖錐地帯のゴラタベラのホテル        写真20 崖錐の落石危険があるバンブーのホテル 
 
６） 終わりに 

今回のランタン谷の調査はライト・エクスペディションをめざし、個人的なことだが、心臓手術後の自分の体

力を試すために、ガイドやポーターを雇わず、調査器材などの約７キロを高度4163mまで自分で担ぎ、１１日間、

経費２万円で行った。開発が著しく進むシャプルーではかつての温泉がでなくなったようだが、シャプルーから

半日行程のパヒロ（北緯28度09分N,東経85度22分E,高度1513m）では泉源温度３６度、浴槽温度３２度の温泉

がでていた。ややぬるく、陽がでてこないと湯冷めするので、朝日が出るまで１時間ほどゆっくりつかり、ランタ

ン谷の調査課題を反芻しながら、今回のライト・エクスペディションの疲れを癒やすことができた注２）。 
 
 

写真 13　ランタン・リルン峰とランタン・リ峰

写真 15　2017 年のキムシュン氷河の下流域

写真 17　シャプルー周辺のV字谷とU字谷地形

写真 14　ランタン・リ峰頂上部から雪崩発生

写真 16　1975 年と今回のキムシュン氷河末端（点線）

写真 18　ゴラタベラのU字谷とモレーン堆積物、崖錐
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5） 伊藤陽一・山口悟・西村浩一・藤田耕史・和
泉薫・河島克久・上石勲（2016）2015年ネパー
ル地震時に発生した雪崩の被害と積雪深の関
係．

6） Recent Earthquakes; National Seismological 
Centre

 http://www.seismonepal.gov.np/index.php?action
=earthquakes&show=recent

7） 「ヒマラヤ地震博物館」―ネパール・ヒマラ
ヤの環境変動研究から考える―：「第 38回雲
南懇話会」（2016年 9月 4日）で発表した。

8） Himalayan Earthquake Museum. EIGHTH NEPAL 
GEOLOGICAL CONGRESS（NGC-VIII；
November 27-29, 2016）で発表し、投稿中である。

9） Environmental changes of Nepal Himalaya in 
terms of GLOF phenomena. Journal of Nepal 
Geological Society, 2016, Vol. 50, pp. 155-160

補足
　伊藤陽一他（2016）注 5）と Fujita, K. et al.（2017）*
の文献については名古屋大学の藤田耕史さんから本
報告発表の 2日後の 4月 18日にコメントが寄せら
れましたので、付記のように、4月 20日にそのこ
とを関係のみなさまにお知らせするなかで、前者の
文献を紹介しておきました。なお、本報告の公表時
点では、関連文献は前者のみで、藤田さんがコメン
トで述べられているように、後者の文献は公開され
ていなかったので、取り上げませんでした。
*Fujita, K. et al. (2017) Anomalous winter-snow-
amplified earthquake-induced disaster of the 2015 
Langtang avalanche in Nepal. Nat. Hazards Earth Syst. 
Sci., 17, 749-764.

6）終わりに
　今回のランタン谷の調査はライト・エクスペ
ディションをめざし、個人的なことだが、心臓手
術後の自分の体力を試すために、ガイドやポー
ターを雇わず、調査器材などの約 7キロを高度
4163mまで自分で担ぎ、11日間、経費 2万円で行っ
た。開発が著しく進むシャプルーではかつての温
泉がでなくなったようだが、シャプルーから半日
行程のパヒロ（北緯 28度 09分 N、東経 85度 22
分 E、高度 1513m）では泉源温度 36度、浴槽温
度 32度の温泉がでていた。ややぬるく、陽がで
てこないと湯冷めするので、朝日が出るまで 1時
間ほどゆっくりつかり、ランタン谷の調査課題を
反芻しながら、今回のライト・エクスペディショ
ンの疲れを癒やすことができた注 2）。

注
1） 追悼 五百澤智也さん―ランタン谷の思い出

―；http://hyougaosasoi.blogspot.jp/2014/08/
blog-post_22.html

2） 2017年ネパール通信 4「ランタン村周辺調査
の予察的速報」： http://hyougaosasoi.
blogspot.jp/2017/04/blog-post.html

3） 2017年ネパール通信 5ランタン村周辺の雪
崩災害と災害地形などについて：http://
hyougaosasoi.blogspot.jp/2017/04/5.html

4） The avalanche sediments of Langtang village and 
the terminal change of Khimshun glacier － A 
preliminary report from Langtang excursion for 
the first time in 20 years －

 http://hyougaosasoi.blogspot.jp/2017/04/blog-
post_23.html
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スリ川のシャプルー周辺の下流にまで連続的に分布していることを示す。シャプルーから歩きはじめて２日後

にゴラタベラに近づくと、ランタン谷の大規模なU字谷地形があらわれ、谷底はモレーン堆積物に覆われるとと

もに、U字谷の一部では崖錐地形が発達し、大規模な地滑り・落石地帯になっている（写真18）。 

  
写真17 シャプルー周辺のV字谷とU字谷地形       写真18 ゴラタベラのU字谷とモレーン堆積物、崖錐 
 
  ゴラタベラでは、地震時の落石で壊されたホテルを同じ場所に再建している（写真19）ことが示すように、災

害から何も学んでいない残念な実態は、ランタン村の新築ホテルにも見られる。また今回、宿泊したバンブーも

背後の急崖からの落石災害の危険性の高い地点で（写真20）、このような危険な場所のホテルは遠慮して、安

全なところに泊まりたいものだ。以上のように、ランタン谷のホテル選定には充分な注意が必要である。 

  
写真19 崖錐地帯のゴラタベラのホテル        写真20 崖錐の落石危険があるバンブーのホテル 
 
６） 終わりに 

今回のランタン谷の調査はライト・エクスペディションをめざし、個人的なことだが、心臓手術後の自分の体

力を試すために、ガイドやポーターを雇わず、調査器材などの約７キロを高度4163mまで自分で担ぎ、１１日間、

経費２万円で行った。開発が著しく進むシャプルーではかつての温泉がでなくなったようだが、シャプルーから

半日行程のパヒロ（北緯28度09分N,東経85度22分E,高度1513m）では泉源温度３６度、浴槽温度３２度の温泉

がでていた。ややぬるく、陽がでてこないと湯冷めするので、朝日が出るまで１時間ほどゆっくりつかり、ランタ

ン谷の調査課題を反芻しながら、今回のライト・エクスペディションの疲れを癒やすことができた注２）。 
 
 

写真 19　崖錐地帯のゴラタベラのホテル 写真 20　崖錐の落石危険があるバンブーのホテル
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付記
2017年 4月 20日木曜日
2017年ネパール通信 6 コメントについて
http://hyougaosasoi.blogspot.jp/2017/04/httpswww.html
みなさまへーーーカトマンズ大学の伏見です
2017年ネパール通信 5「ランタン村周辺の雪崩災害と災害地形」を報告しましたところ、ランタン周辺でも
氷河研究を続けている名古屋大学の藤田耕史さんから下記 1のようなコメントが寄せられました。内容を見
ますと、関係者などにも興味ある情報が含まれていると判断しましたの、その全文を皆さまにお伝えします。
記1
cozy2017年 4月 18日 11:30
　「伊藤陽一ら＊によると、5月 12日の大きな余震の際に雪崩が発生したと報告している。」との記述が
ありますが、要旨にはそのような記述はありません。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsir/2016/0/2016_14/_pdf
　また、発表がおこなわれた 2016年 9月時点で、5/12の余震時には大規模な rockfallがあったことを認
識していますので「5/12に雪崩があった」という発表はしておりません。
　事実誤認ですので訂正願います。
　なお、2015年 10月に実施した現地調査と、その後の解析をまとめた論文は公開査読を経てまもなく
公開されるよう丁（＊ママ）ですので、以下をご覧いただければ幸いです。
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci-discuss.net/nhess-2016-317/
藤田耕史＠名古屋大

　そこで、ぼくが前述の報告の中で引用した「伊藤陽一ら」の文献＊の冒頭の部分を下記 2に示します。
＊ http://www.seppyo.org/hse/Members/26_2016_ITO.pdf

　これを読んで、「2015年 4月 25日と 5月 12日」になだれが起こった、と解釈したしだいです。
　いずれにしましても、前述の報告の中で「第 2回目の雪崩災害の発生日に関しては 5月 1日という人
もいることに加えて、発生時刻に関しては午前と午後の 2説があるように、地元の人々によって異なり、
その記憶が薄れてきていると思われるので、正確な記録をとどめておく必要を痛切に感じる。」と述べ
ていますように、できれば「ランタン村でのヒマラヤ災害情報センター構想に即した活動」の中で災害
情報の収集・集積・整備・広報をしていきたいと考えています。
　最後になりますが、沖縄の阿嘉島臨海研究所でサンゴ研究を行っている大森信さんからは「雪崩のあっ
た場所にホテルを建てている写真を見て、人間は何も学ばないなーと思いました。地球環境の諸問題で、
日本でも同じようなことが、散見されます。」というコメントも寄せられていますように、その他なん
でも結構ですので、皆さまからのコメントをどしどしお寄せください。ナマステ！

2015 年ネパール地震時に発生した雪崩の被害と積雪深の関係 
○伊藤陽一 1・山口悟 1・西村浩一 2・藤田耕史 2・和泉薫 3・河島克久 3・上石勲 1 

（1 防災科研・雪氷・2 名古屋大・3 新潟大） 
 
はじめに 
 2015 年 4 月 25 日に発生したネパール・ゴルカ地震およびその余震（5 月 12 日）により，ネパールのラン

タン谷では雪崩や雪と土砂が混合したなだれが誘発され，斜面下方の集落を襲った．これら雪・土砂なだれ

にともなう爆風によるとみられる家屋や樹林の倒壊だけでなく，大規模なデブリに集落が埋めつくされるな

ど壊滅的な被害が生じた結果，村の人口の 1/4 に相当する約 180 名に加えて外国人トレッカーなど 100 人以

上も犠牲となった 1)． 
 ランタン谷を襲った大規模なだれについて，現地調査や当時の気象状況の解析などを行ったところ， 
1) 地震後まず雪崩が発生し，その大部分は氷河氷ではなく積雪起源である可能性が高い 
2) 雪崩の後に土砂を含むなだれが発生した 
3) 地震発生時には標高 5000 m 以上の地域に約 1.5 m の積雪があり，その再現期間は数十～百年程度とみら

れる 
などの結果が得られた．これらの情報から，当初は地震で氷河の一部が崩落したのがきっかけとなり大規模

なだれが発生したと思われたものの，実際は多量の降積雪があった状態に大地震の発生が重なったために大

規模なだれが誘発された可能性が高いと推測された．そこで，本研究では積雪深によるなだれ被害の大小を

見積もることを目的に雪崩運動シミュレーションを行った． 
方法と結果 
 連続体モデル Titan2D を用いて ALOS によって得られた 5 m 解像度の数値標高モデル（DEM）上で雪崩運

動シミュレーションを行った．まず，標高 5000 m 以上に一様に数十～150 cm 程度の積雪が分布しているも

のとし，ある流域上のすべての積雪が崩壊したと仮定して計算を行った．なお，雪崩発生区は標高 5000−6500 
m 程度の範囲であるが，DEM 上の高標高地域（> 5500 m）ではデータが欠損している部分が多いため，その

場合は発生区を標高 5000 m 付近に縮小して設定し，積雪深を多めに与えてから計算を開始した． 
 図 1 に計算結果の一例を示す．発生区の積雪深が増加すると雪崩の堆積範囲も拡大している様子がわかる．

今後は被害のあった各流域で計算を行い，どの程度の積雪深（およびその再現期間）から大きな被害が生じ

る可能性があるかを見積もる予定である． 
 
参考文献 
1) 文部科学省科学研究費補助金（特別研究促進費）「2015 年ネパール地震と地震災害に関する総合調査」報

告書，2016，165pp． 

     

図 1 厚さ 0.5 m 以上のデブリ堆積

範囲（左：発生区の積雪深 0.5 m；

右：発生区の積雪深 1.5 m の場合） 
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Summary
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― A Field Note of Nepal Himalaya in the 2017 Spring ―

Hiroji Fushimi

Visiting Professor, Kathmandu University

Professor Emeritus, Shiga Prefectural University

    From 27 March to 5 April 2017, I made a short excursion to Langtang village suffered from a huge 

avalanche that occurred on 25 April, 2015, at the time of the Gorkha earthquake and it was my Langtang 

trekking for the first time in 20 years. Also, I visited Kyanjin for measuring the Khimshun glacier 

terminus that I had once been to the area in 1975. Here, I would like to present a report of 1) the avalanche 

sediments of Langtang village and 2) the terminal change of Khimshun glacier, and 3) the related 

environmental issues on landslide disasters in Langtang valley as many hotels and restaurants are now 

rapidly built up under dangerous topography.

    Main results from this study are as follows. 1) there are two ice bodies in the avalanche sediments firstly  

formed on 25 April right after the Gorkha earthquake and secondly on 2 May at the time of aftershocks, 

and the ice bodies will be remain for at least ten more years according to the superficial melting rate. We 

must be very careful that another avalanche will hit the Langtang village after collapse of the hanging 

glacier located in the upper part of Langtan village. 2) The retreating rate of the Khimshun glacier is 

not so large as compared to that of the Gyajo glacier in the Khumbu region of the east Nepal showing 

the characteristic difference of glacier types; such as a hanging glacier of the former and a cirque one of 

the latter. 3) As some of hotels and restaurants are newly built near dangerous talus topography in the 

Langtang U-shaped valley, so we have to investigate it’s security of these facilities before we stay.




