報 告

国際雪科学ワークショップ（ISSW）2013に参加して
松下

拓樹＊

池田

慎二＊＊

参加し、参加者の43％が研究者、57％が実務従事者で

１．はじめに

した。表－１にプログラムと発表件数を示します。今
平成25年10月７日から11日にかけて、フランス共和

回の ISSW では、343件の要旨提出（そのうち論文提出

国グルノーブル市において、国際雪科学ワークショッ

は276件）があり、112件の口頭発表（写真－２）と231件

プ
（International Snow Science Workshop；ISSW）が

のポスター発表（写真－３）が行われました。

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、

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。

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たので報告します。

３．１

各国からの主な発表内容

雪崩予報に関して、先進的に取り組んでいるフラン
ス気象局（Météo-France）からは、積雪モデルを従来

２．ISSW の概要

の Crocus から積雪と土壌の相互作用を取り入れた
ISSW は、雪崩研究者と実務従事者における意見と

SURFEX（ISBA-Crocus）に変更する予定であり、こ

経験の学際的な交換を目的としており、特に理論と経

れにより低標高の積雪が少ない地域における積雪構造

験の融合をモットーとしています。雪崩に関する発表

の再現性と雪崩や融雪洪水の予測精度の向上が期待で

が主体であることが ISSW の特色の一つで、1976年の
カナダでの開催以降、２年に一回の割合で北米西部の
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、
今回はヨーロッパで２回目の開催となりました。筆者

表－１
ᣣ
㪈㪇㪎ᣣ
㩿㪀

らは、昨年１）に続く参加となりました。
３．今回の ISSW の内容

るヨーロッパや北米を中心とした36カ国から740名が

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

きることが説明されました。また、強風域における吹

の予測結果（特に雪崩発生の危険度）の表現や情報提供

きだまりの影響を考慮した雪崩予測への取り組みにつ

の方法に関する最近の検討事項について説明がありま

いて発表がありました。例えば、フランス国立環境 ･

した。

農学技術研究所
（IRSTEA）からは、山岳域における吹

施設による雪崩対策に関して、University of the

雪対策施設の技術ハンドブック「Ouvrages à vent en

Pacific と Northern Arizona University から発表され

zone de montagne（Wind drift control structures in

た、ロッキー山脈に位置する米国ワイオミング州ジャ

mountainous areas）」の紹介がありました。

クソンにおける対策事例が印象的でした。これまで米

一方、世界中の多くの研究者に活用されている積雪

国の道路における雪崩対策は、道路を通行止めにして

モデル SNOWPACK を開発したスイス連邦雪・雪崩

雪崩を人工的に誘発させる方法が主流でしたが、近年

研 究 所（WSL Institute for Snow and Avalanche

の交通量の増加に伴い、通行止めによる経済的損失を

Research SLF）からは、この積雪モデルの改良点とし

避けるため、斜面に雪崩予防柵を設置することが検討

て、新雪密度や積雪の圧縮粘性率など積雪の圧密過程

されています。雪崩予防柵の設計は基本的にはスイス

の計算に関する変更を行ない、積雪内の水の浸透状況

示方書２）に従うが、国立公園であることから示方書に

の計算結果に改善がみられるとの報告がありました。

記載のない自然景観への影響や植生の回復を考慮した

ノルウェー水資源エネルギー管理局（NVE）からは、
同国の気象研究所
（MET）、道路庁（NPRA）、鉄道庁

柵の配置について検討を行っていると報告がありまし
た。

（JBV）及びノルウェー地質工学研究所（NGI）と共同で
構築し、2013年１月中旬から運用を開始した雪崩警報

３．２

土木研究所からの発表

システムについて発表がありました。このシステムに

雪氷チームの松下は、「Avalanches induced by

は通行止め箇所の情報提供や地すべりの予測も含まれ

earthquake in North Tochigi prefecture on 25

ているそうです。なお、ノルウェー北部のトロムス県

February 2013（2013年２月の栃木県北部地震によっ

では、2013年３月下旬から４月初めにかけて、レイン

て発生した雪崩）」と題して、雪崩の発生状況と積雪

クラスト上の弱層に起因する乾雪雪崩が非常に多くの

断面観測の現地調査に基づく地震誘発雪崩の事例報告

箇所で発生し、いくつかの村では７～８日間孤立した

をポスター発表で行いました。発表では、地震動を考

との報告がありました。

慮した斜面積雪の安定度の計算方法について、同様な

その他、オーストリアの気象地球力学中央研究所

発表を行ったバルセロナ大学の Pérez-Guillén 氏から

（Central Institute for Meteorology and Geodynamics）

詳 し い 説 明 が 求 め ら れ ま し た。 ま た、 同 大 学 の

からは、積雪内の物理過程の計算を簡略化し、かつ、

Suriñach 博士やスペイン ACNA の Serred 氏など複数

土壌温度などの実測データや衛星データを準リアルタ

の研究者からは、スペインのカタルーニャ地方でも地

イムに取り入れて積雪深と積雪相当水量を計算する積

震誘発雪崩が発生しているとの説明があり、日本の事

雪モデル SNOWGRID の開発について、また、ヨー

例や寒地土木研究所における取組について質問があり

ロッパ各国の雪崩予報を長年行なっている European

ました。さらに、ロシア科学アカデミーの Gensiorovsky

Avalanche Warning Services（EAWS）からは、雪崩

博士からは、サハリンでも地震誘発雪崩が発生してい
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るとのコメントをいただくなど、日本以外の地震誘発

崩によって流下した雪が流れ込まないように誘導する

雪崩事例についても議論することができました。

構造物が建設されていましたが、1980年と1983年に発

雪 崩・ 地 す べ り 研 究 セ ン タ ー の 池 田 か ら は、

生した大規模な雪崩によって流下した雪が、誘導工を

「Comparison of a snowpack on a slope and flat land

超えてトンネル入口に達したそうです（写真－５）。そ

by focusing on the effect of water infiltration（水の

のため、雪崩対策について再検討が行われ、経済性と

浸透の影響に着目した斜面と平地の積雪の比較）」と

対策による効果を勘案して、雪崩発生の危険性が高い

題してポスター発表を行いました。この発表はプロジ

ときに人工的に雪崩を誘発して制御する方法が選択さ

ェクト研究「冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評

れたとのことです。雪崩の人工誘発実施の明確な基準

価技術に関する研究」の成果の一部で、新潟県の十日

はありませんが、気象観測データ、雪崩の予報資料、

町に設定した観測地における斜面と平地の積雪構造や

標高2310m 地点で行われる積雪断面観測（一冬期に約

雪質の違いを比較したものです。日射の影響の少ない

70回実施）の結果などから雪崩発生の危険性を総合的

北東斜面の方が平地よりもざらめ雪率が高いという観

に判断して実施を決定し、標高2500m 付近に設置さ

測結果が興味を引き、ノルウェーの雪崩予報センター

れている人工雪崩誘発装置（酸素とプロパンガスを混

の予報官、グルノーブル大学で氷河の研究をしている

合させた爆発の衝撃によって雪崩を誘発させる）やヘ

ロシア人研究者、スイス連邦雪・雪崩研究所
（SLF）の

リコプターに吊り下げた誘発装置を使って雪崩を誘発

研究者等が発表を聞きに来てくれました。まず、第一

させるとの説明がありました。雪崩の人工誘発を実施

に厳冬期に多量の降雨があることが驚きのようでした
が、斜面と平地における積雪構造や雪質の違いが水み

㔐፣⺃ዉᎿ

ちへの流量の違いによっても説明できるという解析結

࠻ࡦࡀ࡞ญ

果が興味深かったようです。特に、SLF からは４人
の研究者が一度に訪れ、観測地の気象、地形状況の詳
細や、モデルによる解析方法、解析により得られた水
みちへの流量を調整するパラメーターについて質問を
受けました。ヨーロッパにおいても融雪期における積
雪モデルの再現性に課題があるということで水の浸透
の取り扱い方には興味があるようです。
４．雪崩対策の現地見学会
ワークショップの中日に、グルノーブル市から北東
へ約130km のシャモニ・モンブランにおいて、複数

写真－４

モンブラントンネルの位置と対策工

の班に分かれて雪崩対策の現地見学会が行われました。
松下は、モンブラントンネルの雪崩対策に関する現
地見学会に参加しました。1965年に開通したモンブラ
ントンネルは、4000m 級のアルプスの下を通ってイ
タリアとフランスを11.6km の距離で結んでいます。
トンネルのフランス側の入口は、エギュイユ・デュ・
ミディ
（標高3842m）直下の北西斜面の標高1274m に位
置します。スイスのジュネーヴまで約80km で結ばれ

࠻ࡦࡀ࡞ญ

ているなど、モンブラントンネルはヨーロッパの中で
も、物資輸送と交通の面で最も重要な路線の一つとな
っています。
説明は、モンブラントンネルの雪崩対策の実務者で
ある METEORISK の Bolognesi 氏により行われまし
た。説明によると、トンネル入口（写真－４）には、雪
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写真－５

モンブラントンネルにおける雪崩の発生例
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する際は、
40時間前から道路利用者へ情報提供を行い、
通行止めによる経済的損失が最小限となるように、か
つ、安全性を十分に確認した上で、多くの場合２時間、
ジュネーヴまでの区間を通行止めにして実施するそう

㒐⼔ᠩო

です。この雪崩の人工誘発の実施回数は、一冬期あた

ᷫᎿ

り10 ～ 25回です。
モンブラントンネル以外の箇所では、道路の雪崩対
策としてネット構造の雪崩予防工（写真－６）やスノー
シェッド
（写真－７）が施工されていました。このネッ
トは、落石を防ぐ目的もあると説明があり、風景に対
して比較的目立たないので、フランスやスイスなどの

㔐ߩᵹਅᣇะ

雪崩発生区における対策施設として景観の面から採用
されることが多いそうです。

写真－８

減勢工と防護擁壁を組み合わせた雪崩対策

一 方、 池 田 は、 タ コ ナ 雪 崩 防 護 施 設
（Taconnaz
avalanche defense structures）の現地見学会に参加し

写真－９
写真－６

ネット構造の雪崩予防工の例

写真－10
写真－７
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高さ20m の雪崩防護擁壁

建設中のスノーシェッド

1999年に発生した雪崩で破壊された鉄筋コ
ンクリート製の雪崩誘導工
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み合わされた厳重な対策が行われています。この防護
擁壁に衝突する雪崩の速度は18m/s と想定されてい
るそうです。なお、この雪崩走路は直線的であるため
雪崩の観測に適しているとして、雪崩の衝撃力、速度
などの計測が行われています（写真－11）。

⸘᷹ࡦࠨ

５．おわりに
今回の ISSW に参加したことにより、各国、特にヨ
ーロッパにおける雪崩対策に関する取り組みを知るこ
とができ、また土木研究所で行っている雪崩対策技術
に関する調査について、海外の研究者や実務者と議論
写真－11

雪崩の衝撃力と速度を計測するセンサー

する良い機会となりました。これらを今後の調査に活
かしていきます。次回の ISSW は、カナダのバンフで
2014年９月29日から10月３日にかけて開催される予定

ました
（写真－８～ 10）
。タコナ雪崩防護施設はヨー

です。

ロッパにおいて最も重要な雪崩対策の一つとされてい
ます。対象としている雪崩の発生区は、標高4000m
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