
国際シンポジウム“雪の物理学、化学、力学”に参加して

星　卓見＊　松下　拓樹＊＊

１．はじめに

　平成25年９月23日から27日にかけて、ロシア連邦の
ユジノサハリンスク市において、国際シンポジウム“雪
の物理学、化学、力学”（International symposium 
"Physics, chemistry and mechanics of snow"）が開催
されました（写真－１）。寒地土木研究所から、寒地保
全技術研究グループ寒地道路保全チームの星と、寒地
道路研究グループ雪氷チームの松下が参加したので、
報告します。

２．シンポジウムの概要

　シンポジウムの主催機関は、ロシア科学アカデミー
極東支部の極東地質研究所（FEGI FEB RAS）、ロシ
ア連邦サハリン州政府、国際雪氷圏科学協会（IACS）、
国際雪氷学会（IGS）で、今回のシンポジウムは2011年
６月以来２回目の開催となりました１）。
　このシンポジウムは、各国で得られた雪や積雪に関
する基礎的な知識や技術を理解して共有するととも
に、現在行われている調査や研究をさらに発展させる
ことを目的としています。特に、今回のシンポジウム
では、雪や積雪の基礎的な知識を、雪崩や吹雪などの
雪氷災害対策へ活用すること及び積雪寒冷地における

写真－１　会場のパシフィック・プラザホテル

道路や建築構造物等の設計や施工への応用へ向けた議
論を行うことを目的としています。この目的から、今
回のシンポジウムでは以下のトピックスに基づいて研
究発表と議論が行われました。
　（１） 雪の物理的、力学的及び化学的特性
　（２） 積雪の構造変化過程
　（３） 雪崩発生機構と雪崩対策
　（４） 積雪寒冷地における構造物の設計と施工
　（５） 雪研究の様々な側面

３．シンポジウムの内容

　シンポジウムは、開会式に続く２件の講演で幕を開
け、その後、口頭発表とポスター発表が行われました。
発表はロシアからが最も多く、開催地のサハリンをは
じめ、モスクワやクラスノダール、ハバロフスク、イ
ルクーツク、マガダン等の研究者や技術者から発表が
ありました。その他、日本、ウズベキスタン、カザフ
スタン、フランスから発表がありました。
　以下では、今回のシンポジウムにおける主な発表内
容と寒地土木研究所からの発表について述べます。

３．１　講演

　講演では、まず防災科学技術研究所の佐藤篤司博士
から「Global problems of snow science」と題して、
地球規模で捉えた雪氷研究や雪氷災害の課題につい
て、1970年のペルーのワスカラン山での地震誘発雪崩
や新潟県で発生した積雪期の地震による被害など国内
外の事例を踏まえた解説がありました。また、このよ
うな複数の現象が関係する複合災害への対応や対策の
ためには、地球の雪氷圏における変化を注意深く観察
し、新たな発想と技術によるブレイクスルーが必要で
あるとの説明がありました。
　次に、北海道大学名誉教授の前野紀一博士から、

「Dielectric properties of snow」と題して、雪の誘電
特性について講演がありました。講演では、積雪の誘
電特性が、積雪粒子の形状や結合の状況などの積雪構
造、密度及び温度に依存することが説明されました。
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した。
　この他、雪崩現象のモデリングに関して、モスクワ
国立大学の Eglit 博士からは、斜面流の数学モデルの
雪崩運動への適用について発表があり、同大学の
Sokratov 博士からは、雪崩到達距離の数値計算にお
ける地表面の状態や粗度、摩擦の影響について発表が
ありました。さらに、名古屋大学の西村浩一教授から
は、複雑な雪崩現象に対してできるだけ簡素化した雪
崩発生危険度システムについて発表があり、気候的に
北海道と共通する点が多いサハリンでも活用できるの
ではとの提案がありました。
　また、道路に関連した発表では、極東国立交通大学
の Kudryavtsev 教授からジオシンセティクスを用い
た道路及び建築構造物の建設について発表があり、ロ
シア国内の軟弱地盤上（主に永久凍土に関わるもの）の
道路盛土や鉄道路盤へのジオグリッドの使用事例やジ
オネットを用いた植生基盤による法面保護工等につい
て報告されたほか、建築構造物の基礎地盤への適用事
例について紹介がありました。

３．３　寒地土木研究所からの発表

　寒地土木研究所からは３件の発表を行いました。ま
ず、寒地道路保全チーム主任研究員の星から「Skid 
resistance of porous asphalt pavement under winter 
conditions（ポーラスアスファルト舗装の冬期のすべ
り抵抗）」と題して口頭発表を行いました（写真－３）。
会場からは、日本における冬期の道路のすべり対策に
用いる薬剤について質問があり、ポーラスアスファル
ト舗装では滑り止め材として焼き砂や砕石が使用出来
ないことを説明した上で、冬期の路面管理に用いられ
る一般的な薬剤について紹介しました。

また、積雪構造の変化に伴って積雪の誘電特性が時間
とともに変化することに触れ、積雪の誘電特性を指標
として活用することで、積雪の構造や物性の時間変化
の理解につながるとの説明がありました。

３．２　各国からの発表

　前回のシンポジウム１）では雪の基礎研究に関する発
表が多かったのに対し、今回は雪崩災害事例や対策に
関する発表、積雪寒冷地における構造物の設計や施工
に関する発表がありました。
　ロシア科学アカデミーの Kazakov 博士（写真－２）
からは、サハリンで問題となっている雪崩として、吹
雪による雪庇発達や硬く結束性のある積雪層（スラブ）
の形成、積雪粒子の再結晶化（しもざらめ雪の発達）に
よる弱層形成、そして湿雪雪崩であるという発表があ
り、Bobrova 氏や Kazakova 氏は、これらを分類して
ハザードマップを作成する取組を紹介しました。さら
に、Kazakova 氏は、近年、農地などへの土地利用の
変化によって吹雪による災害や斜面上の雪庇発達が顕
著になっていることを報告し、Gensiorovsky 博士か
らは、サハリンにおける道路斜面に発達した雪庇を人
力で除去する事例について報告がありました。
　ロシアのクバン国立大学の Efremov 博士やロシア
科学アカデミーの Rybalchenko 氏からは、来年のソ
チ五輪の開催地に近いコーカサス地方やサハリン南部
における土石流や地すべりの事例の報告があり、これ
らと積雪や雪崩との関係について発表がありました。
ロシア科学アカデミーの Kazakov 博士によると、サ
ハリンでは土石流や地すべりが発生した箇所では冬期
に雪崩が発生しやすくなり、また雪崩による土壌の浸
食が土石流や地すべりを再発させるとの説明がありま

写真－２　ロシア科学アカデミー Kazakov 博士の発表 写真－３　星主任研究員の発表
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がありました。また、屋根など建築物からの落氷雪に
対する問題意識についてもコメントがあり、落雪の衝
撃荷重に関する様々な分野について議論することがで
きました。

４．現地見学会

　シンポジウムの最終日、ユジノサハリンスク市から
サハリンの東海岸沿いに北へ約210km のマカロフま
での地域における雪崩対策、土砂災害対策、海岸浸食
への対策等に関する現地見学会が行われました。
　雪崩対策工の施工現場（写真－４、写真－５）では、
斜面における雪崩発生区対策として高さ３～４m のネ
ット構造の雪崩予防工を設置する工事の最中でした。
この場所では、2009年12月31日に発生した雪崩によっ
て貨物列車の乗員２名が亡くなっており２）、政府が雪
崩危険箇所と判断して対策を講じているそうです。サ
ハリンにおける雪崩対策施設としては、この10年間で
唯一の施工事例とのことです。なお、サハリンの西海
岸では、雪崩対策として斜面勾配を緩くする方法もと
られているそうです。
　その他、土石流を誘導するための対策工箇所（写真

－６）や海岸浸食を防ぐための工事現場（写真－７）を
訪問しました。特に、地すべりや土砂くずれの跡が多
くの斜面でみられ、このような土砂災害によって冬期
の雪崩が発生しやすくなり、また雪崩が土壌を浸食す
ることによって土砂くずれや土石流が発生しやすくな
る悪循環が生じているとの説明が印象的でした。この
ような背景から、ロシア科学アカデミー極東支部の極
東地質研究所サハリン支所では、地すべりや土石流、
洪水の発生危険箇所を示す分布図、屋根雪荷重の分布

　雪氷チーム研究員の松下は、「Experiment on 
response of snowpack on slope to seismic ground 
motion（地震動に対する斜面新雪の応答特性に関す
る実験）」と題して口頭発表を行いました。会場から、
密度一定の物質を振動させた場合の理論解を求めて実
験結果と比較してはどうか等の今後の研究に関する意
見を頂きました。また、地震動を考慮した斜面積雪の
安定度の考え方や、日本における地震誘発雪崩の発生
事例などについて質問があり、スライドを使って再度
詳しく説明しました。
　また、松下は「On estimating impulsive pressure 
due to falling snow（落雪による衝撃荷重の推定手法
に関する検討）」と題するポスター発表も行いました。
発表では、オホーツク海に面するマガダンでも橋梁か
らの落氷雪の問題が存在するというコメント、10m
以上の高さからの落雪の衝撃荷重や道路施設への冠雪
や着氷雪を防ぐ方法とその評価手法などに関する質問

写真－５　ネット構造の雪崩予防工

写真－４　雪崩対策工の施工現場

写真－６　土石流を誘導するための対策工の例
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主に加熱アスファルト合材で一部が補修されていまし
た（写真－８、写真－９）。現地の建設関係の参加者の
話では、アスファルトバインダー等の材料の品質や施
工管理に課題があるとのことで、日本の建設材料や補
修技術に高い関心を示されていました。
　また、サハリンは、日本と同じく地震に対する意識
が非常に高いと感じました。近年では、2000人以上の
人が亡くなった1995年５月の北サハリンの地震（ネフ
チェゴルスク地震）の他、2000年にはサハリン中央部
でも大きな地震（ウグレゴルスク地震）が起きたそうで
す。南部のユジノサハリンスク周辺でも、最近、中規
模地震が多く発生するようになったとの指摘がありま
す３）。サハリンでは、最大でマグニチュード9.0の地震
を想定しており、今回の現地見学会では津波危険区域
の看板がみられました（写真－10）。また、地震によっ
て雪崩が誘発された事例も報告されています４）。

５．おわりに

　今回のシンポジウムへの参加により、北海道の隣の
サハリンで雪崩などの雪氷災害や土砂災害、地震等に
関する調査が活発に行われていることを再認識し、そ
れらの具体的な事例について知ることができました。
また、サハリンを含めたロシア極東地方では、融雪期
の地すべり災害や雪庇発達による雪崩発生の危険性、
寒冷地における道路の損傷形態や維持管理上の課題な
ど北海道と共通する点が多いことから、今後も情報交
換を行なっていく必要性があると感じました。以上の
経験を今後の寒地土木研究所における研究や調査に活
かしていきます。なお、今回のシンポジウムでは、発

図など様々なハザードマップを作成しています。
　サハリンの舗装道路では、低温クラックや凍上によ
る縦断方向のひび割れ、ポットホールなど北海道の舗
装道路と同様の損傷が発生している箇所が散見され、

写真－８　サハリン市内の路面状況

写真－９　舗装の破損状況と補修の例

写真－７　海岸浸食を防ぐための工事 写真－10　津波危険区域を示す看板
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写真－11　国際雪氷圏科学協会からの表彰の様子
左は受賞者のロシア科学アカデミーの Bobrova 氏、中央
はプレゼンターのモスクワ国立大学の Sokratov 博士　　

４） Kazakov, N. A.,：O vozmojnom mekhanizme 
formirovaniya seismogennyh lavin （On the 
possible mechanism of seismogenic avalanche 
formation）、Mater. Glyatsiol. Issled. （Data of 
Glaciological Studies）、Pub.88、pp.102–106、
2000.

表者２名に対して、共催の国際雪氷圏科学協会（IACS）
から優秀発表の表彰があり、その一人として松下が受
賞しました（写真－11）。
　最後に、今回の貴重な機会を与えていただいた関係
各位とシンポジウムに暖かく迎えていただいたロシア
科学アカデミー極東地質研究所サハリン支所の皆様に
感謝申し上げます。
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