
３．今回の ISSW の内容

　今回の ISSW は19回目で、アラスカ州で初めての開
催となりました。北米やヨーロッパを中心とした15カ
国から747名の雪崩研究者や実務従事者が参加しまし
た。表－１にプログラムを示します。今回の ISSW は、
雪崩を理解して危険を回避するために簡素に書かれた
実用書「Snow sense」２）の著者である Jill Fredston
氏による歓迎の挨拶で幕を開け、その後、94件の口頭
発表と98件のポスター発表が行われました。
　口頭発表は一つの会場で、質疑の時間が十分にとら
れたスケジュールで行われました。特に、最終日には
特定テーマについて議論するためのワークショップが
個別に行われました。ポスター発表は口頭発表会場隣
のホールで行われました。ポスターは最終日まで掲示

国際雪科学ワークショップ（ISSW）に参加して
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１．はじめに

　平成24年９月17日から21日にかけて、アメリカ合衆
国アラスカ州アンカレジ市において、国際雪科学ワー
ク シ ョ ッ プ（International Snow Science Workshop; 
ISSW）が開催されました（写真－１）。土木研究所か
ら、寒地土木研究所寒地道路研究グループ雪氷チーム
の松下と、つくば中央研究所土砂管理研究グループ雪
崩・地すべり研究センターの池田が参加しましたので、
報告します。

２．ISSW の概要

　ISSW は、雪崩研究者と実務従事者における意見と
経験の学際的な交換を目的としており、特に理論と経
験の融合をモットーとしています。また、雪崩に関す
る発表が主体であることが、ISSW の特色の一つです。
ISSW の開催は、1976年のカナダ・アルバータ州のバ
ンフに始まり、以後２年に一回の割合でカナダとアメ
リカ合衆国の北米西部の山岳地域で開催されてきまし
た。2009年には、ヨーロッパで初めてとなるスイス連
邦のダボスで開催されました。これまでの ISSW の開
催経緯の詳細は、公式サイト１）を参照して下さい。

写真－１　会場の Dena’ina Civic and Convention

Center　　　　 　　　　　

表－１　プログラムと発表件数

報　告
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込み量や堆積量の設定については同様の問題を抱えて
おり、これらを解決するにはフィールドでの実測方法
を確立する必要があるという部分は共通した認識でし
た。また、期間中に開催された雪崩運動モデルのワー
クショップにおいては、雪崩運動モデルをツールとし
て雪崩対策に活用するという部分で、完成度の高いソ
フトウェアに触れることができ、今後の研究において
参考となる事例をみることができました。
　上記以外には、雪の粘弾性モデルによってクラック
発生後の斜面積雪の挙動と全層雪崩の発生との関係を
論じたものがあり、雪崩予防柵を設置した斜面におけ
る積雪挙動解析への応用の可能性が感じられました。
また、湿雪雪崩の発生に関連して、積雪内の水の浸透
速度を蛍光発光物質とレーザーを使って測定する方法
や降雨による湿雪雪崩の発生事例、さらに数件ですが
吹雪に関する発表もありました。

３．２　土木研究所からの発表

　雪氷チームの松下は、「Possibility of increasing the 
slope distance between avalanche prevention 
bridges（雪崩予防柵の列間斜距離の拡張可能性につ
いて）」と、「Seasonal change in conditions for 
occurrence of wet snow avalanches in Hokkaido（北
海道における湿雪雪崩の発生条件の季節変化）」と題
する２件のポスター発表を行いました（写真－２）。前
者の発表では、雪崩予防柵を現行の設計値より長くし
た場合の工事費の違い等について質問がありました。
また、ヨーロッパの研究者からは景観や環境を考慮し
た雪崩対策施設について意見をいただきました。後者
の発表では、湿雪雪崩発生に関わる着目すべき気象や

されており、休憩時間などを利用してゆっくり話を聞
き議論することが可能でした。
　以下では、今回の ISSW における各国からの主な発
表と土木研究所からの発表内容について述べます。

３．１　各国からの主な発表内容

　今回は、アラスカという土地柄もあり、鉄道や道路
の雪崩対策に関する実践的な取り組みに関する発表
や、それらに資する雪崩の力学モデル、危険箇所のゾ
ーニングに関する研究成果が多数みられました。特に、
道路の雪崩対策に関するワークショップでは、イタリ
ア、オーストリア、アメリカ合衆国のアラスカ州とワ
シントン州における道路の雪崩対策と管理について発
表があり議論が行われました。例えば、レーダーを活
用して事前に雪崩の発生を検知する方法や、過去の雪
崩事例の気象や積雪データを用いた統計解析によって
雪崩発生危険度を評価する方法が提案されましたが、
その精度に課題があり、現場では人的なフォローがま
だ必要であるとのことでした。
　また、X 線による観測方法を利用した積雪の微細構
造の研究、積雪の破壊現象に関する研究等、雪崩に関
する最先端の研究の動向や現場での対策事例を知るこ
とができました。特に、斜面積雪の安定性に関わる雪
質の物性の斜面における不均一性に着目した調査や測
定方法、積雪の破壊の伝搬に関する現地試験や高速度
カメラを用いた測定結果など、国内ではあまり行われ
ていない現象や要素に関する発表がありました。
　雪崩の運動については、現在雪崩・地すべり研究セ
ンターで行っている準三次元の連続体モデル３）を用い
た手法に近い発表がありましたが、流下中の雪の取り

写真－２　松下研究員のポスター発表の様子 写真－３　池田研究員の口頭発表の様子
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生した雪崩の話題（写真－６）と、近年は４月の気温上
昇が顕著で湿雪雪崩発生の危険性が高まるため、以前
より早くスキー場の営業をやめなければいけない状況
にあるとの説明が印象的でした。
　池田は、Alaska Rai lroad（アラスカ鉄道）と
Seward Highway（スワード・ハイウェイ）における
雪崩対策の見学に参加しました（図－１）。アラスカ鉄
道では斜面規模の大きさもさることながら、列車に乗

積雪の要素などについて、周辺で同様な発表を行って
いた方々と議論することができました。
　雪崩・地すべり研究センターの池田からは、「Stability 
index considering slab strength（スラブの強度を考
慮した積雪安定度）」と題する口頭発表（写真－３）と、

「Properties of weak layers composed of precipitation 
particles in avalanche starting zones in Japan（日本
において雪崩発生区で観測された降雪結晶弱層の性
質）」と題するポスター発表を行いました。池田の発
表に対しては、スラブの強度は重要な要素であり、実
用性を念頭に置いた安定度の計算手法の検討は重要で
ある、今後スラブの強度の計測方法についても検討し
ていく必要がある等の意見を頂きました。また、日本
における雪崩発生時の積雪構造について、スイス連邦
雪・雪崩研究所の研究者とスイスやカナダとの差異に
ついて議論することもできました。

４．雪崩対策フィールド見学会

　プログラムの中日には、３班に分かれて雪崩対策の
フィールド見学会が行われました。
　松下は、Alyeska Resort Area（アリエスカ・リゾ
ート）の雪崩対策の見学に参加しました（図－１）。ス
キー場における雪崩対策では、主に砲撃によって雪崩
を誘発させる手法がとられていました（写真－４）。そ
のため場内各所には、砲弾を発見した場合の注意につ
いて看板が立てられていました（写真－５）。見学会の
後半は、遅い昼食をとりながら現地実務従事者による
雪崩対策に関する説明がありました。特に、1964年３
月28日にアラスカ湾で起きた M9.2の地震によって発
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写真－４　アリエスカ山の砲台のある小屋と斜面

小屋内の砲台は安全管理の理由から写真撮影禁止
写真－５　砲弾発見時の注意と対応に関する看板

図－１　雪崩対策フィールド見学会の地図
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５．おわりに

　今回 ISSW に参加したことにより、北米やヨーロッ
パを中心とした各国における雪崩対策に関する取り組
みを知る良い機会となりました。これらを今後の雪崩
対策技術に関する調査に活かしていきます。なお、今
回発表された論文のうち、査読を経たものは論文誌

「Cold Regions Science and Technology」の ISSW
2012特集号に掲載される予定です。特集号の発行には
１年程度かかる見込みです。
　次回の ISSW は、ヨーロッパで２回目となるフラン
スのグルノーブルで2013年10月７日から11日にかけて
開催されます。また、2014年９月28日から10月３日に
は、カナダのバンフでの開催が予定されています。
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りながら、雪崩斜面付近では徐行運転を行い車内にア
ナウンスが流れるといった運営に驚かされました。ス
ワード・ハイウェイではバスで移動しましたが、地元
で長年雪崩対策に従事してきた Doug Fesler 氏２）のガ
イドにより、各斜面の雪崩履歴や対策方法について、
例えば通行規制を行った範囲や人口雪崩による処理の
際のアプローチルート、爆薬の設置箇所などの具体的
な解説が行われ、大変興味深いものでした。

写真－６　アリエスカ山における雪崩対策の説明の様子

スライドは1964年のアラスカ湾地震による雪崩の破断面
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