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口頭発表と152件のポスター発表が行われました（表－

１．はじめに

１）
。以下に、土木研究所の研究内容に関連があるもの
平成26年９月28日から10月３日にかけて、カナダバ

のうち測定器具及び計測、リスクマネジメント（リス

ン フ 市 に お い て、 国 際 雪 科 学 ワ ー ク シ ョ ッ プ

ク評価・対策施設）
、ならびに著者らの発表内容につい

（International Snow Science Workshop；ISSW）が開

て示します。

催されました
（写真－１）。土木研究所から、寒地土木

測定器具及び計測のセッションでは、計23本の発表

研究所寒地道路研究グループ雪氷チームの原田と、つ

がありました。雪崩調査に関するツールとして、地上

くば中央研究所土砂管理研究グループ雪崩・地すべり

レーザ測量や人工衛星を用いた積雪や雪崩の調査、地

研究センターの松下、池田、秋山が参加したので報告

震計やレーダー、光ファイバーを用いた雪崩観測、地

します。

中レーダーやタイムラプスの写真撮影による積雪深観
測や、Avatech を用いた積雪観測の発表がありました。
Avatech は積雪中にプローブを挿入して硬度や密度の

２．ISSW の概要

自動計測が可能な機器であり、展示も行われていまし
ISSW は、雪崩研究者と実務従事者における意見と

た。観測可能な深さが150cm であり、迅速に計測が

経験の学際的な交換を目的としており、特に理論と実

可能な点で興味ある機器でした。雪崩観測（検知）につ

践の融合をモットーとしています。雪崩に関する発表

いて、低周波音などを用いた調査研究の発表が２件あ

が主体であることが ISSW の特色の一つで、1976年の

りました。

カナダでの開催以降、２年に一回の割合で北米西部の

リスクマネジメントのセッションでは、計36本の発

山岳地域で開催されてきました。北米西部非開催時の

表があり、セッション中で最も発表数が多い分野でし

2009年と2013年には、ヨーロッパで２回開催されまし

た。雪崩のリスク評価について、道路を対象とした評

１）

た。松下と池田は、昨年 に続く参加となりました。

価や、RAMMS モデルによる雪崩シミュレーションや
GIS を用いた評価、FN Chart（frequency& fatalities）
を用いた評価などがあり、ISO31000：2009”Risk

３．研究発表について
今回の ISSW には、開催国のカナダをはじめとする
北米を中心とした17カ国から869名が参加し、65件の

表－１

発表セッション及び件数
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バンフ市内及びワークショップ会場
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management- Principles and guidelines”の導入など
進んでいる内容もみられました。日本ではリスク管理

報を得ました。
雪崩地すべり研究センターからは、松下が自然積雪

分野の雪崩研究は少ないので、今後発展が望まれます。

に水を散布した現地実験結果について発表し、積雪内

また、バックカントリーに適用可能な雪崩リスクとし

の水の浸透が斜面と平地および雪質等の積雪構造によ

て、スキーヤーにより誘発された雪崩や自然に発生し

って大きく異なることを説明しました。池田は、数値

た雪崩の頻度
（年単位）から評価を行う手法が紹介され

計算による積雪層構造、雪質の再現における、水みち

ました。日本からは、ニセコスキー場の雪崩管理と事

への浸透量の調節方法について発表しました。また、

前の注意及び閉鎖の考え方について発表がありまし

秋山は、地震計と VTR を用いた５冬期の雪崩の動態

た。加えて、雪崩に関する従事者に対する労働災害と

観測結果について発表しました。

しての視点やガイドラインの内容などの発表がありま
した。

４．雪崩対策の現地見学会

対策施設について、アメリカからは、スイスのガイ
ドライン２）に基づくスノーネットの導入・適用に関す

ワークショップの中日に、バンフ市を起点として、

る発表、および岩盤斜面におけるスノーネットの施工

複数の班に分かれて雪崩対策などの現地見学会が行わ

状況に関する発表がありました。地元カナダからは、

れました。

ダムサイト付近の雪崩防護施設について、リスク評価

原田・池田・秋山は、ヨーホー国立公園の雪崩対策

をもとに設計・施工した事例の紹介がありました。イ

に関する現地見学会に参加しました。現地で雪崩対策

タリアからは、雪崩走路の収束部にネット工法を導入

を兼務するバックカントリーガイドのロイ氏の案内に

するための設計および施工について発表がありまし

より、バンフ国立公園の北西約80km に位置するヨー

た。アイスランドからは、大きな雪崩みちをいくつか

ホー国立公園に向かいました。その途中の峡谷にて、

有し、地勢の制約により適切な高さの雪崩防護施設が

５つの雪崩みちを有する斜面を見学しました（写真－

施工できなかった集落にて、落石や大量降雪などの悪

３）。これまで、1985年と2007年に発生した大雪崩に

条件下で雪崩予防柵を導入した事例紹介、山岳道路で

より、道路や並行する鉄道が寸断されましたが、斜面

の吹きだまりの変化と吹雪対策施設の施工状況に関す

が大きいため、対策施設を施工した際費用がかかるこ

る紹介がありました。日本からは、雪崩予防柵の設計

とから、雪崩予報により道路通行止めの実施を判断し

基準の変遷と地域特性、および雪崩予防柵の設計雪圧

ているとのことでした。つぎに、ヨーホー国立公園内

に関する取組の概要について雪氷チームの原田が発表

のステファン山付近の爆発物を用いた雪崩制御につい

しました
（写真－２）。会場では、主にスノーネットや

て説明を受けました。この山の下方には道路と鉄道が

人工雪崩を誘発するガス砲などの対策施設を扱う会社

あります。道路の周辺には看板があり、雪崩制御中に

の展示がありました。また、最新の雪崩対策施設の教

は登山やスキーをしないよう周知しています。なお、

本「Handbuch Technischer Lawinenschutz

３）

」
（ドイ

非制御時には、不発弾を発見した際の対処方法を明記

ツ語、既刊）
の英訳版である「The Technical Avalanche

しています。続いて、同国立公園内のエメラルド湖の

Protection Handbook」が今年12月に発刊予定との情

雪崩発生箇所を見学しました。雪崩が繰り返し発生す
るため、周辺は高木ですが、雪崩みちのみ無植生とな
っていました。最後に、バンフ市内の Safety office を
訪問し、雪崩に関する歴史や、雪崩制御および緊急出
動時の装備などを見学しました。雪崩予報を用いた行
動判断、雪崩制御、レスキューについて整備されてい
る印象を受けました。
松下は、サンシャインビレッジの雪崩対策に関する
現地見学会に参加しました。バンフ中心部から西方約
15km に位置するサンシャインビレッジは、バンフ国
立公園における三大スキーリゾートの一つです。現地
で雪崩対策の実務を担当しているマートランド氏によ

写真－２

ポスター発表の様子（原田研究員）
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り、スキー場における過去の雪崩発生状況と雪崩対策
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について説明を受けました。雪崩の多くは尾根で発達

５．おわりに

する雪庇の崩落がトリガー
（きっかけ）となっており、
スキー場へのアクセス道路では、過去に雪崩が発生し

今回の ISSW に参加したことにより、各国、特に北

たことを示す標識が立てられ、爆発物を用いた雪崩制

米における雪崩対策に関する取り組みを知ることがで

御が行われています。また、雪崩発生箇所における土

きました。また、土木研究所で行っている雪崩対策技

砂災害も問題となっており、スキー場入口の施設が床

術に関する調査について、海外の研究者や実務者と議

上浸水した事例も紹介されました。スキー場内では、

論する良い機会となりました。これらを今後の調査研

気象観測と定期的に実施される積雪断面観測の結果お

究に活かしていきます。次回の ISSW は、アメリカの

よび気象や雪崩の予報に基づいて、雪崩制御の実施を

コロラド州で2016年10月３日から７日にかけて開催さ

判断しています。雪崩制御の方法は様々で、移動可能

れる予定です。また、2018年にはオーストリアでの開

なガス砲
（写真－４）、固定式のガゼックス、人の手に

催が予定されています。

よる爆薬の充填、ヘリコプターからの爆薬投下など地
形や積雪の状態によって最適な方法が選択されるとの
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