報 告

第23回国際水圏環境工学会 氷に関するシンポジウム（The 23rd IAHR
International Symposium on Ice）に参加しました
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ディングに掲載された論文は、氷の専門家による査読

１．はじめに

を経たものとなっています。参加者は長年にわたり氷
平成28年5月31日から6月3日にかけて、アナーバー

に関する研究に携わってきた研究者らのみならず、既

（アメリカ合衆国・ミシガン州）において、国際水圏環

往の知見を将来に向けて発展させていく若手研究者ら

境 工 学 会（IAHR；International Association for

も多数参加しています。今回の会合は筆者らにとって

Hydro-Environment Engineering and Research）第23

も、以前から交流のある世界中の研究者らと意見交換

回 氷 に 関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム（International

や研究成果の新しい分野への適用の模索、そして昨今

Symposium on Ice；以下、アイスシンポジウムと表記）

の気候変動等の影響により新たに生じてきた課題に関

が開催されました。会場はアナーバーにあるミシガン

する現在または将来に向けての動向の把握をすること

大学のキャンパス内にあるミシガンユニオン

ができました。

（Michigan Union）です（写真－1）。寒地河川チームか
ら阿部研究員、寒冷沿岸域チームから木岡主任研究員

３．寒地土木研究所からの発表について

と本間研究員、道東支所から鳥谷部研究員が本会に参
加し、研究成果の普及のため発表を行ってきましたの
で、その概要について報告します。

以下では開催期間中の発表順に従って発表内容を報
告します。阿部研究員、木岡主任研究員、本間研究員
は5月31日に口頭発表を行いました。特に木岡主任研

２．アイスシンポジウム2016の概要

究員と阿部研究員は、主催者側の配慮により氷－構造
物間の相互作用（Ice-Structure Interactions）のセッシ

アイスシンポジウムは1970年に第1回が開催されて
以降、概ね2年に一度、主に寒冷地域に位置する都市

ョンで連続して発表することができました。
木岡主任研究員からは、遡上津波により発生するア

において開催されてきました。氷に関する大学関係者、

イスジャム及びアイスパイルアップの物理実験と数値

研究機関・民間企業の研究者や技術者が世界中から集

モデル化に関する基礎的研究1）と題して発表を行いま

い、最新の研究成果や観測成果、技術の紹介と議論を

した（写真－2）。本研究では、海氷を伴う津波氾濫流

行う機会となっています。講演論文集であるプロシー

の挙動ならびに動的・静的外力特性等を水理模型実験

写真－1
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会場のミシガンユニオンの外観

写真－2

木岡主任研究員による発表の様子
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写真－3

阿部研究員による発表の様子

写真－4

本間研究員による発表の様子

により明らかにするとともに、海氷の漂流・遡上の数
値計算モデルの提案を行いました。特に、数値モデル
は、2次元の DEM に鉛直方向の運動を組み入れた準3
次元的なモデルで、海氷のアイスジャム（閉塞）やパイ
ルアップ
（堆積）
等の離散体特有の現象が考慮できるほ
か、計算負荷を大幅に削減できるところに大きな特徴
があります。
会場からは主に計算上の課題や計算時間、
並列計算の有無など主に計算コストやテクニックにつ
いて質問されました。
また阿部研究員からは、大規模津波発生時に橋桁に
作用する波力に関する実験および数値解析的検討2）と
題して発表を行いました
（写真－3）
。本発表は、河川

写真－5

鳥谷部研究員によるポスター発表の様子

津波漂流物の大量発生が、仮に積雪寒冷地域である北
海道で発生した場合に、河川横断構造物にどのような

置した防氷柵前面での海氷のパイルアップ高さについ

外力を及ぼすかを実験及び数値解析検討を元に考察を

て報告しました。会場からは海氷による波浪低減効果

行ったものです。漂流物としては津波により破壊され

の要因や防氷柵前面での氷との相互干渉による影響に

た河氷を対象とし、氷が無い場合と氷が多量に存在す

ついて質問されました。発表終了後にも議論がなされ

る場合でどの程度外力が異なるかとその外力の変動要

発表内容に関心を持って頂くことができました。

因を指摘しました。会場からの質問では、横断構造物

鳥谷部研究員からは、6月1日のポスターセッション

の周辺における漂流物の挙動や数値解析上の問題点の

において吹雪と河氷の密度フルード数を考慮に入れた

指摘等があり、それらの問題を解決すべく改良を進め

オソベツ川における潜在的なアイスジャム発生箇所の

ていることや、漂流物のモデル化に関する情報提供を

同定に関する研究4）と題して発表を行いました（写真

行うことで理解して頂くことができました。

－5）。本発表は、暴風雪に伴う晶氷の増加によって発

本間研究員からは、北海道オホーツク海における海

生したアイスジャム現象について、気象・水文データ

氷による高波作用下での波浪減衰効果と遡上波特性に

および現地調査に基づき、晶氷発生計算モデルを用い

3）

ついて と題して発表を行いました（写真－4）
。本発

た晶氷の発生要因の検討ならびに河氷のフルード数を

表は流氷勢力の減少に起因する沖合部に海氷が少な

用いたアイスジャム発生危険箇所について検討したも

く、沿岸部に海氷が卓越した状況下で高波が作用した

のです。会場からの質問では、モデルの計算条件およ

場合の沿岸部における波浪低減特性や海氷のパイルア

びアイスジャム発生箇所の理論解析上の課題について

ップ高さについて水理模型実験により考察を行ったも

質問やコメントを頂き、互いの国の事情を反映した研

のです。主に高波作用時における海氷による波浪低減

究課題について意見交換を行うことができました。

の要因を明らかとし、波浪低減効果および模擬的に設
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Sea Ice on the Wave Damping and the Wave

４．まとめ

Run-up Characteristics under High Waves in
今回のアイスシンポジウムに参加することで、各国
の氷関係の研究動向や、新しい計算手法、観測手法や

the Sea of Okhotsk off Hokkaido, Proceedings of
the 23rd IAHR International Symposium on Ice, 2016.

氷にまつわる諸問題を把握することができました。ま

4） Toyabe, T., Yoshikawa, Y., Abe, T., Kuroda, Y.,

た、筆者の一人が主催者側から頂いたアドバイスで印

Funaki, J., Tsumura, Y. and Inagaki, N., Study

象的だったのは、日本から今よりも更に積極的に、氷

on the Identification of Potential Ice Jam

関係の国際学会等で発表すべきとの助言があったこと

Locations on Osobetsu River that Takes into

です。外国の研究者から見ると、以前に比べ日本人の

Account Snowstorms and the Densimetric

参加者・発表者が減っており、日本でどのような取り

Froude Number of River Ice, Proceedings of the

組みがなされているかよく分からないため、今回参加

23rd IAHR International Symposium on Ice, 2016.

した人以外の動向にも興味があるということでした。
この助言を踏まえますと、アイスシンポジウム以外に
も開催されている氷関係諸学会への参加、国際誌への
投稿も含め、積極的に研究成果を発表することで、研
究所の成果を最大限に普及できるチャンスであると感
じました。最後に、本シンポジウムの参加にあたりお
世話になった方々と、本報告の他にも共著論文などで
協力頂いた皆様に謝意を表します。
（文責：阿部孝章・木岡信治・
本間大輔・鳥谷部寿人）
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