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国際雪氷学会シンポジウムに参加して
松下

拓樹＊

伊藤

陽一＊＊ 池田

慎二＊＊＊

在行われている調査や研究をさらに発展させることを

１．はじめに

目的としています。特に、雪崩や吹雪などの災害に関
平成23年６月13日から16日にかけて、ロシア連邦の

わる積雪の研究は長い歴史を有していますが、積雪の

ユジノサハリンスク市において、国際雪氷学会シンポ

構造や特性は非常に多くの複雑な過程を経て常に変化

ジウム「雪の物理、化学、構造（International sympo-

するため、これらを正確に予測する技術の構築には、

sium "Physics, chemistry and mechanics of snow"）」

未だ未解明な難しい課題が多く残されています。この

が開催されました
（写真－１）。土木研究所から、寒地

ような背景から、今回のシンポジウムでは、以下の４

土木研究所寒地道路研究グループ雪氷チームの松下

つのテーマについて研究発表と議論が行われました。

と、つくば中央研究所土砂管理研究グループ雪崩・地

• 雪と積雪の物理的及び化学的性質：調査方法

すべり研究センターの伊藤と池田が参加しましたの

• 雪と積雪の力学的性質：実験データとモデリング

で、報告します。

• 積雪の層構造と組織：調査器具と調査方法

２．シンポジウムの概要

表－１に、今回のシンポジウムのプログラムと発表

• 積雪の変質：積雪内部過程のモデリング
件数を示します。発表件数は、口頭発表が26件、ポス
シンポジウムの主催機関は、国際雪氷学会
（IGS）の

ター発表が17件の合計43件でした。国別の発表件数は、

他、ロシア科学アカデミー極東支部の極東地質研究所

ロシアからが最も多くて32件、次いで日本から８件で、

（FEGI）と 海 洋 研 究 自 動 装 置 特 別 設 計 事 務 所（SDO
ADMR）
、及びロシア連邦サハリン州政府でした。国
際雪氷学会の主催によるシンポジウムは、2010年６月
に札幌でも開催され

１）２）

、土木研究所からは２年連続

の参加となりました。
今回のシンポジウムは、各国で得られた雪や積雪に
関する基礎的な技術を理解して共有するとともに、現

写真－１
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写真－２

口頭発表会場の様子

写真－３

ポスター発表会場の様子

その他スイス、英国、ウズベキスタンから各１件の発

機構について説明が行われました（写真－４）。また、

表がありました。

カーリングのストーンが曲がる理由について、氷とス
トーンとの摩擦に着目した理論的解釈について話題提

３．シンポジウムの内容

供がありました。雪や氷粒子どうしの摩擦、それらと
空気や地面、その他物体との摩擦など、摩擦の概念は、

シンポジウムは、開会式に続いて行われた２件の講

雪崩や吹雪など多くの雪氷現象を理解する上で大変重

演で幕を開け、その後、口頭発表とポスター発表が行

要な要素であると改めて認識することができました。

われました。口頭発表は一つの会場（写真－２）で、ま
たポスター発表は口頭発表会場のエントランスホール
（写真－３）でコンパクトに行われました。以下では、

３．２

各国からの発表

各国からの発表では、雪崩現象の理解や予測を見据

今回のシンポジウムにおける主な発表内容と土木研究

えた、積雪の物理特性や変質に関する基礎研究や計測

所からの発表について述べます。

方法、積雪モデルへのパラメタリゼーションに関する
発表が多くみられました。例えば、雪粒子の変質に強

３．１

講演

く関与する積雪内部の水蒸気の局所分布や熱伝導に関

講 演 で は、 ま ず モ ス ク ワ 国 立 大 学 の Sergey A.

する実験結果や理論検討（モスクワ国立大学、ロシア

Sokratov 博 士 か ら「Snow structure researching：

科学アカデミー）、雪粒子の変質過程を積雪モデルに

current state and perspective」と題して、これまで
行われてきた積雪に関する基礎的な研究と、これから
の研究の方向性に関して講演がありました。特に、雪
崩に関連する斜面積雪の安定化に関する研究や、農業
への積雪の影響、動植物の生息域における積雪の依存
性、その他永久凍土や氷河に関する研究など、積雪に
関連した幅広い研究について説明が行われました。雪
に関する研究が非常に多くの分野と密接に関係しなが
ら進められ、これからも分野間における成果の共有等
の連携が大切であると感じました。
次に、北海道大学名誉教授の前野紀一博士から、
「Ice
friction, snow avalanches, singing snow and curling」
と題して、氷や雪の摩擦をキーワードに、雪崩の現象
説明や鳴き雪
（雪を踏んだときに音が鳴る現象）の発生
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写真－４ 北海道大学の前野紀一名誉教授の講演の様子
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取り込む工夫
（モスクワ国立大学、防災科学技術研究

て話した、すり抜け現象を伴う雪崩の発生機構につい

所）
、粒子法シミュレーションによる雪崩の動態予測（北

て、ロシアの参加者から質問がありました。

海道大学）
、積雪せん断強度の現地測定におけるシア

ポスター発表では、雪崩・地すべり研究センター研

ーフレームの引張速度の影響と留意点
（ロシア・Center

究員の伊藤から、「Change of snow strength caused

for avalanche safety）について発表がありました。

by rain」と題して、降雨が積雪内に浸透したときの

こ の 中 で、 ス イ ス 連 邦 雪・ 雪 崩 研 究 所 の Martin

積雪の強度と含水率との関係について、雪氷チームと

Schneebeli 博士から、積雪の微細構造を X 線によっ

共同で実施した低温室での実験結果を発表しました。

て観察した結果について発表がありました。雪粒子の

特に、含水率の増加と強度の低下の時間変化に着目し

変質過程と積雪内の温度分布との関係に着目した実験

た解析を行い、降雨が浸透した直後の積雪強度は、既

の結果、しまり雪やこしもざらめ雪は、これらが形成

存の関係式から推定される強度よりも大きいことを説

される一般的な温度勾配条件以外でも形成されること

明しました。湿雪については、ロシアからの参加者の

が示されました。また、防災科学技術研究所の山口悟

関心は低いようでしたが、水文関係の研究者から興味

博士から
（北海道教育大学との共著）は、MRI（磁気共

深い研究であると意見をいただきました。

鳴画像装置）を活用して湿雪内部の水の移動過程を観

また、雪崩・地すべり研究センター研究員の池田か

察した結果が発表されました。積雪の微細構造を X

らは、「Properties of non persistent weak layers

線や MRI を用いて観測する技術は、今後の雪氷の基

observed in Japan」と題してポスター発表を行い、

礎研究に発展をもたらすと考えられ、防災などの応用

雪崩の発生要因の一つとなる降雪結晶からなる非持続

的な研究へも波及する可能性があると感じました。

性の弱層について、現地調査した結果を説明しました。

また、現地での雪崩監視を目指した技術として、積

従来の研究では、主に平地の定点で調査が行われ、調

雪の変形によって放出される音を測定する方法や、雪

査結果と雪崩発生との関連付けが難しい場合が多いの

粒子の種類によって異なる静電容量や電荷を利用して

ですが、今回の発表では、実際に発生した雪崩の破断

積雪の構造を明らかにする方法について、ロシア科学

面や発生区近傍で観測されたデータを用いているとこ

アカデミーから発表がありました。

ろが特徴です。これらの結果から、実際に雪崩の発生

その他、日本の立山における積雪の化学成分調査か

に関与している弱層には、結晶の形状や厚み、密度と

ら、大陸起源の H2O2濃度が雪質によって異なること

強度の関係等に特徴があることを説明しました。ロシ

が示され
（富山県立大学）、ロシアからは積雪中の人為

アでは気温が低いため、しもざらめ雪の弱層に関連し

起源物質や海塩起源物質の調査結果について、主に農

た雪崩が主流ですが、雪崩の発生原因となる雪質の日

作物への影響の観点から示されました
（ロシア科学ア

本との差異に興味を持っていただきました。

カデミー）
。また、サハリンにおける冬季の日射や降
雨による積雪内部温度の上昇と針葉樹被害との関係に
ついて発表がありました（ロシア科学アカデミー）。
３．３

土木研究所からの発表

土木研究所からは３件の発表を行いました。口頭発
表では、雪氷チーム研究員の松下から「Influences of
temperature and normal load on the shear strength
of new snow」と題して、雪崩の危険度評価において
重要な新雪せん断強度の時間変化について、温度と上
載積雪による荷重の影響に着目した実験結果を発表し
ました。特に、モール・クーロンの破壊条件式を適用
して、せん断強度の時間変化における凝集力や内部摩
擦の寄与について考察した結果を説明しました。発表

写真－５

ロシア科学アカデミー極東支部の研究所

後の休憩時間に、
「垂直荷重を標準化することで雪温
の影響をより明確に示すことができるのでは」等のコ
メントをいただきました。また、この発表の背景とし
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写真－６

雪崩発生箇所の例

写真－７

雪崩の破断面の事例

ブルース山など各地で行われている氷河調査について

４．その他

説明がありました。これらの調査内容とフィールドの
４．１

研究所訪問

多様性から、ロシアの国土の広さを感じるとともに、

シンポジウム２日目の夕方、ロシア科学アカデミー

北海道に近いサハリンで雪崩に関する調査や積雪観測

極東支部に所属する極東地質研究所サハリン支所（写

が活発に行われていることを知ることができました。

真－５）
、海洋研究自動装置特別設計事務所、植物研
究所サハリン支所を訪問しました。

４．２

ラウンド・テーブル

このうち極東地質研究所サハリン支所では、雪崩や

積雪調査に関するロシアからの発表では、雪粒子の

氷河に関する調査内容について説明がありました。特

種類を表す記号が、国際積雪分類とは異なるロシア独

に、サハリンでは雪崩が毎年発生するため（写真－６、

自のものが使われており（写真－９）、参加者を戸惑わ

３）

写真－７） 、雪崩発生直後の現地調査や積雪断面観

せたようです。そこで、研究所訪問では、国際積雪分

測が積極的に行われている様子で、積雪の断面構造を

類とロシアにおける分類との違いや利点及び不利点に

示す図表や雪粒子の写真等の調査結果が壁一面に貼ら

ついて、雪粒子の構造や形成過程などに着目して整理

れていました
（写真－８）。また、2014年にロシア連邦

す る こ と を 目 的 に、 ス イ ス 連 邦 雪・ 雪 崩 研 究 所 の

のソチで開催が予定されている冬季オリンピックのた

Martin Schneebeli 博士を座長として議論が行われま

めの雪崩ハザードマップや、ヨーロッパ最高峰のエル

した（写真－10、写真－11）。

写真－８

写真－９
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サハリンにおける雪崩発生時の調査資料の
掲示

サハリンにおける積雪断面観測の結果の例
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写真－10

Martin Schneebeli 博士による主旨説明の
様子

写真－11

ラウンド・テーブルの様子

現在の国際積雪分類４）では、雪粒子の形成過程の簡

や凍結を経て変化する場合もあり複雑です４）。そのた

単な解説とともに、雪粒子の形態に基づいた分類がな

め、表－２は、気温が低いロシアの積雪特性に特化し

されています。今回のシンポジウムで参加者に配布さ

た分類あるいはしもざらめ雪による雪崩を意識した分

れたロシアの積雪分類を、表－２に示します。表中の

類とも考えられます。なお、日本にも積雪分類５）があ

左欄
（1.1 ～ 1.3）が雪粒子の分類記号です。この表の分

りますが、すでに国際分類との比較による見直しが行

類は、シンポジウムでの発表によると、図－１に示す

われ、以前の日本の分類を活かしながら、国際分類の

雪粒子の変質過程に対応させたものです。この過程は、

大分類とほぼ同じ記号が用いられています。

主に気温が低くて積雪内の温度勾配が大きくなるとき

今回のラウンド・テーブルでは、明確な結論を得る

に卓越するもので、雪崩の発生要因の一つとされるし

ことができなかったようですが、ロシア以外からの参

もざらめ雪
（表－２の1.2）に関連するものです。しか

加者は、今回の議論でロシアの積雪分類を知るきっか

し、積雪の変質過程には、これ以外にも雪粒子の融解

けになったと考えられます。国際会議の場では、基本
的には国際積雪分類に基づく表記方法に準ずるべきと

表－２

ロシアにおける積雪分類の例

考えられますが、ロシアの分類の方がその地域におけ
る積雪特性を的確に表す場合もあるかもしれません。
その場合は、国際積雪分類の記号と対応させたり、説
明文を加えるなどの配慮が必要であると感じました。

図－１
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