
第14回構造物の大気着氷に関する国際ワークショップ（IWAIS）に参加して

松下　拓樹＊　坂瀬　修＊＊

１．はじめに

　平成23年５月８日から13日までの６日間、中華人民
共和国（以下、中国）の重慶市郊外部に位置する Days 
Hotel & Suites Sun Kingdom in Chongqing に お い
て、第14回構造物の大気着氷に関する国際ワークショ
ップ（IWAIS: International Workshop on Atmosphe-
ric Icing of Structures）が開催されました（写真－１、
写真－２）。寒地土木研究所から、寒地道路研究グル
ープ雪氷チーム研究員の松下と坂瀬が、このワークシ
ョップに参加しましたので報告します。なお、以下で
は、雪のみの付着現象を示す場合を「着雪」と表現し、
雪や氷及び過冷却水滴などすべての付着現象を示す場
合を「着氷」としました。

２．IWAIS について

　IWAIS は、寒冷地の構造物等への着氷に関する専
門家や技術者の交流を深め、着氷現象の理解や対策技
術等について情報交換を促進させ活発化を図ることを
目的としています。表－１に IWAIS の過去の開催地
を示します。1982年にアメリカのハノーバー市で初め
て開催されてから２～３年おきに開催されており、日
本でも過去２回開催１）２）されています。

３．今回のワークショップの概要

　今回のワークショップは、中国で初めての開催とな
り、主催は重慶大学、共催はカナダのケベック大学シ
クティミ校（UQAC）、中国電力科学研究院（CEPRI）、
中国南方電網公司電力研究所、中国重慶電力会社でし
た。ワークショップでは、14カ国から243名の参加が
あり、以下の10テーマについて論文発表と議論が行わ

写真－１　会場となったホテルの外観 写真－２　IWAIS 開催の横断幕

表－１　過去の開催地

報　告
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れました。
　・着氷の気候と計測方法
　・野外観測、データ収集、暴風雪の解析
　・着氷と異常気象に対する設計
　・各種構造物に対する気候リスク評価とマッピング
　・着氷のモデルとシミュレーション
　・構造物への着氷の影響と被害分析
　・雪氷で覆われた設備や構造物の動的挙動
　・雪と氷の電気的特性
　・雪氷で覆われた絶縁体の放電現象
　・着氷の防止及び除去技術
　表－２に、今回のワークショップのプログラムと発
表件数を示します。今回のワークショップは、５月９
日の開会式（写真－３）で幕を開け、３件の基調講演の
後、テーマごとに３つの会場に分かれて口頭発表が行
われました。また、５月10日の午後には、ポスター発
表が行われました。
　プログラムの記載に基づく発表件数は、口頭発表が
94件、ポスター発表が75件の合計169件でした。国別
では開催国の中国からの発表件数が最も多く、口頭発

表とポスター発表を合わせて111件でした。次いでカ
ナダから28件、日本から10件、スウェーデンから５件
の論文発表があり、これ以外の国からは、フィンラン
ド、アイスランド、イタリア、ノルウェー、ルーマニ
ア、ロシア、スロベニア、スイス、イギリス、アメリ
カから発表がありました。

４．ワークショップの内容

　今回のワークショップでは、過去と同様に送電線や
鉄塔などの電力施設に対する着氷現象や対策技術に関
する発表が多く、その他は航空機の主翼やエンジンへ
の着氷問題、鉄道の架線への着氷現象と対策、建物周
辺の吹きだまりに関する検討などの研究発表が行われ
ました。道路施設の着氷問題に関する発表が少ない状
況でしたが、道路以外の分野で検討されている着氷対
策技術や得られた知見は、道路施設の着氷対策にも参
考になると感じましたので、以下では、今回のワーク
ショップで印象に残った発表や意見について述べま
す。

４．１　基調講演

　 基 調 講 演 で は、 ま ず 重 慶 大 学（ 中 国 ）の Jiang 
Xingliang 教授から、2009年に建設された大規模な野
外着氷試験施設の概要と、そこで行われた送電施設へ
の着氷の特性と数多くの対策技術に関する試験の結果
について講演がありました（写真－４）。また、この観
測施設を含む12箇所の観測結果から、中国における着
氷現象の標高依存性などの地域特性が説明されまし
た。なお、ワークショップ５日目の技術訪問で、この
施設の見学会が行われましたので、詳しくは５．章を

表－２　ワークショップのプログラム

写真－３　開会式の様子
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網公司電力研究所の Li Yan 氏から、着氷対策として
コーティングした疎水性の素材は、低温になると着氷
の防止効果が低くなるため、送電線の電力を利用して
暖めることにより、その効果を持続させることができ
ると発表がありました。また、その地域の気候や構造
物の形状等に起因する着氷特性に応じた対策方法を選
定することが大切であるとの意見がありました。
　上記発表より、道路施設の着氷対策においても、着
氷しにくい形状への変更や素材等による対策手法の組
み合わせによって着氷量を軽減することが可能である
と考えられます。ただし、現在の技術では着氷を完全
に防ぐことが難しい現状にあります。今後、効果的で
効率的な着氷対策を実現するためには、例えば被害を
及ぼさない着氷の許容量等を明確にした上で、人力に
よる除去作業等と組み合せて検討することも大切であ
ると感じました。
４．２．２　シミュレーションの活用について

　数値シミュレーションの活用は、着氷現象の理解と
その対策方法を検討するために有効な手段の一つで
す。今回のワークショップでは、新たなシミュレーシ
ョンを開発するのではなく、既存の着氷シミュレーシ
ョンと気象モデルを組み合わせて着氷現象の予測手法
や対策技術を検討する発表が各国からありました。特
に、スウェーデン気象庁のグループやノルウェー気象
研究所の Bjørn E. K. Nygaard 氏、米国の寒地理工学
研究所（CRREL）の Kathleen F. Jones 氏などから、着
氷現象の予測精度向上のための雲物理現象のパラメタ
リゼーションに関する発表や、メソ気象モデルを活用
して細かい空間分解能で着氷現象を推定する手法につ
いて発表がありました。また、カナダのケベック大学

参照下さい。
　次に、ケベック大学シクティミ校（カナダ）の
Masoud Farzaneh 教授から、送電線への着氷に関す
る米国電気電子学会（IEEE）や世界大電力システム会
議（CIGRE）の活動状況について報告があり、着氷観
測や対策技術及び評価手法に関するガイドラインや技
術資料３）～８）が紹介されました（写真－５）。これらの
技術資料には、着氷の試験方法や気象モデルの活用等
に関する項目があり、道路分野など電力関係以外の技
術者にも参考になる内容が盛り込まれていると思われ
ます。
　最後に、マギル大学（カナダ）の Wagdi George 
Habashi 教授から、航空機やヘリコプターへの着氷問
題に対するこれまでの取り組みと、流体シミュレーシ
ョンによる着氷発達過程の詳細な数値解析に関する講
演がありました。講演の中で、着氷研究における流体
シミュレーションの位置づけについて、限られた条件
で 効 率 よ く 実 験 や 試 験 を 実 施 す る た め の better 
answer（方向性）を得るためのものであり、シミュレ
ーション結果が全てではないとの意見がありました。

４．２　各国からの論文発表

４．２．１　着氷対策技術について

　着氷対策技術には、着氷しにくい塗料の開発や機械
的に着氷を除去する方法など、これまで様々な方法が
提案されています９）～ 11）。しかし、今回のワークショ
ップでは、一つの方法だけで対策するには効果の持続
性と経済性の面で限界があるため、対象とする構造物
ごとに複数の対策方法を組み合わせて施すことが重要
であるという意見が主流でした。例えば、中国南方電

写真－４　重慶大学 Jiang Xingliang 教授による講演

の様子　　　　　　　　　　　

写真－５　ケベック大学 Masoud Farzaneh 教授の講演

の様子　　　　　　　　　　　
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からは、「歩行者に対する被害はどうなっているか」
という質問があり、そこから会場の参加者を含めて討
論となりました。同チーム研究員の坂瀬からは「Con-
ditions for installation of snow accretion counter-
measures on road information signs」と題して、道
路案内標識へ取り付けた数種類の角度の傾斜板による
着雪対策の効果と、標識の設置方位と風向との関係に
よる着雪の発達状況の違いについて発表を行いました

（写真－６）。発表後には座長の Brian Wareing 博士
より、「道路案内標識に対する着雪対策も完全な解決
手法を見いだすことが難しい問題ですね」とコメント
をいただきました。
　また、ポスター発表では、松下から「Improvement 
of simple measures to prevent snow accumulating 
on road information signs in regions with heavy 
snowfall」と題して、道路案内標識の着雪対策として
これまで試験を行ってきた傾斜板12）と、それに階段状
に板を数枚重ねて改良を行った対策工の効果の違いに
ついて発表を行いました（写真－７）。参加者との議論
から、海外における道路案内標識への着雪現象は、北
米東部で若干みられる他はあまり事例が無い様子でし
たが、日本の多雪地域特有の現象として関心を持って
いただきました。

４．４　寒地土木研究所以外の日本からの発表

　寒地土木研究所以外の日本からの参加者は４名でし
た。神奈川工科大学の木村茂雄教授からは、ヒーター
付の超音波風速計による計測において、センサー表面
と着氷内部表面との間隙や融水の再凍結が測定に支障
をきたすとの発表がありました。電力中央研究所から
は２件の発表があり、本間宏也博士からは、着雪した

やアルバータ大学、中国の長沙理工大学からは、これ
らのシミュレーションを活用した着氷による被害分析
や災害の注意喚起システムの提案が行われました。た
だし、着氷現象の推定に直接影響する雲水量や相対湿
度などの再現性についてまだ改善すべき点があること
が指摘されており、今後も実測データとの比較検証に
よる精度向上のための努力が続けられるものと考えら
れます。
４．２．３　気候変動と着氷との関係について

　気候変動の着氷現象への影響や将来予測に関する発
表も多くみられました。特に、イタリアや中国南部な
ど、これまであまり着氷現象が注目されていなかった
比較的暖かい地域での着氷対策や被害分析などに関す
る発表がありました。気候変動による着氷現象への影
響評価においても気象モデルを活用した発表がみら
れ、着氷の重量や厚さを計算してそのハザードマップ
を作成する試みがなされていました。一方、中国湖南
省の電力会社試験研究院の Lu Jiazheng 氏からの発表
のように、着氷現象に関連する気候的な指標を統計的
に見い出して、着氷現象との関係を評価する方法が提
案されていました。今後、気候変動に伴う着氷現象の
将来予測に関する検討も盛んに行われていくと感じま
した。

４．３　寒地土木研究所からの発表

　寒地土木研究所からは、３件の論文発表を行いまし
た。口頭発表では、雪氷チーム研究員の松下から

「Possibility of damage caused by impact and 
scattering of falling snow on road information signs」
と題して、道路案内標識からの落氷雪が与える通行車
両への被害発生の可能性について発表しました。会場

写真－６　坂瀬研究員の口頭発表の様子 写真－７　松下研究員のポスター発表の様子
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５．１　着氷試験施設建設の背景

　この着氷試験施設は、2009年10月に湖南省の雪峰山
（Xuefeng Mountain）国立公園内の標高1400m の尾根
上に建設されたものです。この着氷試験施設が建設さ
れた背景には、2008年に中国南部の湖南省を中心とす
る広い地域で発生した着氷災害があります。この着氷
災害では、１月中旬から２月初めの長い期間にかけて
降った湿雪や着氷性の雨によって着氷が発生し、広い
地域で送電線の鉄塔5420基が倒壊しました。中国では
1954年以降、最悪の着氷災害となりました。この重大
な着氷災害を受けて、中国科学技術省は、着氷荷重に
よる送電線や鉄塔の損壊、及び着氷による絶縁低下に
よる事故を防ぐことを目的として、国家重点実験計画

（973 Program）を立ち上げ、その一環として中国で唯
一の着氷試験施設を建設しました（写真－８）。建設後
は、重慶大学の Jiang Xingliang 教授の調査チームが
観測や試験を担当しています。

５．２　見学会当日の状況

　見学会当日、着氷試験施設一体はあいにく濃い霧に
覆われていたため、周辺の詳細な地形状況や観測施設
の全容を一度に見ることができませんでした。観測施
設は、二つの小高い尾根に鉄製のやぐら（縦９m、横
９m、高さ９m）が建設されていて（写真－９）、その
間を長さ約120m の通電可能な試験用送電線（写真－

10）が架けられているという大規模なものでした。こ
れ ら の 観 測 施 設 の 見 学 会 は、 重 慶 大 学 の Jiang 
Xingliang 教授自らの説明のもと行われました（写真

－11）。説明によると、観測箇所の積雪深は約50cm
ですが、着氷現象が起きる期間は一冬あたり約90日あ
り、試験用の送電線や碍子へ付着する氷の厚さは

送電線用の碍子（がいし）の絶縁性が失われて火花を伴
って放電するフラッシュオーバー現象を再現する試験
方法の提案があり、屋地康平氏からは、碍子の形状の
違いによる着雪特性と対策効果に関する発表がありま
した。また、北海道電力の吉松卓哉氏からは、再現が
難しい湿型着雪の実験方法と結果について発表があ
り、実験中の温度条件に関する質問を受けるなど注目
を受けました。

５．技術訪問

　ワークショップ４日目の論文発表が終了した後、重
慶市から約620km 離れた懐化市へ寝台列車で移動し、
翌日の５月12日に雪峰山野外着氷試験施設（以下、着
氷試験施設）の見学会が行われました。

写真－９　着氷試験施設の状況

写真－８　着氷試験施設の看板

写真－10　試験用送電線の状況
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40cm 以上、重さは40kg/m 以上になるとのことでし
た。また、着氷期間の風速は25m/s 以上になります。
このような大変厳しい着氷環境の下で観測が行われて
おり、送電線や碍子への着氷対策として、表面を着氷
しにくい性状の塗料でコーティングする方法や親水性
や疎水性を持った素材を活用する方法、形状を変更す
ることにより着氷を防止する方法（写真－12）、レーザ
ー装置を使った着氷除去方法などの数多くの着氷対策
手法の比較試験が行われていました。観測施設が大規
模であるため、野外における実際の着氷現象に対して
数多くの対策手法を一度に同一条件下で試すことがで
きる利点を感じました。
　着氷量は、各試験体に設置されたロードセルにより、
重量として自動計測されていました（写真－13）。ただ
し、実際に付着した氷の詳細な観察や断面形状の計測
などは有人で行われており、このため観測施設に隣接
した宿泊可能な施設（写真－14）に、一冬あたりおおよ

そ１～２ヶ月間滞在しながら観測を行っていると重慶
大学の Hu Qin 博士より説明を受けました。この観測
施設は、山道を登り切った国立公園の展望台からさら
に４km の切り立った崖上の山道を進んだところにあ
り、厳冬期にここまで来る労力と時間を考えると、今
回の説明で受けた以上の観測時の苦労を感じました。

５．３　技術訪問後の感想

　今回のワークショップでは、この施設で得られた多
くの研究成果が発表されました。その中で「着氷しに
くいコーティングや素材のみでは、着氷するタイミン
グが遅れるものの一度氷が付いてしまえば無対策のも
のと同様に着氷が発達してしまい効果に限界がある。
これらと着氷しにくい形状に変更するなど、他の対策
手法と組み合せて、構造物ごとに検討していく必要が
ある」という意見が印象的でした。特に、道路施設の
着氷対策では雪や氷を融かすための熱源確保が難しい

写真－11　Jiang Xingliang 教授による説明の様子

写真－12　様々な素材の碍子の試験状況

写真－13　試験用送電線に取り付けられたロードセル

写真－14　隣接する宿泊施設の外観
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Regions Science and Technology, 65, pp.1-110, 
2011.01

12） 松下拓樹、坂瀬修、松澤勝：道路案内標識の簡易
着雪対策工の効果について、寒地土木研究所月報、
No.691、pp.34-39、2010.12

場合が多いため、さまざまな対策手法の組み合せによ
る工夫によって、熱源を必要としない効果的な対策手
法を見いだしていくことが大切であると感じました。

６．おわりに

　今回の IWAIS への参加は、海外における着氷の現
象解明と対策、及び予測手法に関する最新の研究事情
と情報を収集するよい機会となりました。この経験を、
雪氷チームで行っている道路案内標識への着雪や冠雪
に関する調査12）に活かしていきたいと考えています。
　最後に、研究発表の円滑な運営や技術訪問の案内な
どでお世話になった重慶大学の Hu Qin 博士氏をはじ
め、現地の関係各位にお礼申し上げます。次回の
IWAIS は、2013年カナダのシクティミで開催される
予定です。
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