報 告

国際雪科学ワークショップ（ISSW）2016に参加して
原田

裕介

松下

拓樹

の口頭発表と163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
平成28年10月3日から7日にかけて、アメリカ合衆国

ののうち雪崩の形成（発生機構や発生条件）、力学、リ

コロラド州のブリッケンリッジにおいて、国際雪科学

スクマネジメント（リスク評価・対策施設）、ならびに

ワ ー ク シ ョ ッ プ（ I n t e r n a t i o n a l S n o w S c i e n c e

著者らの発表内容について示します。

Workshop；ISSW）が開催されました（写真－1）。土木

雪崩の発生機構や発生条件に関する、主な発表につ

研究所から、寒地土木研究所寒地道路研究グループ雪

いて紹介します。スイスからは、雪崩発生機構に関す

氷チームの原田と、つくば中央研究所土砂管理研究グ

るレビュー的な報告があり、近年主流となっている考

ループ雪崩・地すべり研究センターの松下が参加した

え方として、弱層内の微細な破壊が伝搬し、最終的に

ので報告します。

はスラブの引張破壊が生じて雪崩に至る機構の説明が
行われました。また、雪崩の規模を決める弱層の破壊
の伝搬距離に関して理論検討を行い、従来のせん断破

２．ISSW の概要

壊モデルと弱層が潰れて破壊が伝搬する anticrack モ
ISSW は、雪崩研究者と実務従事者における意見と

デルの利点を組み合わせて、破壊の伝搬距離の斜面勾

経験の学際的な交換を目的としており、特に理論と実

配依存性を示す発表がありました。同様な観点で、ア

践の融合をモットーとしています。雪崩に関する発表

メリカからは、上載荷重の弱層破壊への影響をフィー

が主体であることが ISSW の特色の一つで、1976年の

ルド試験で調べた結果や、雪崩発生機構における弱層

カナダでの開催以降、2年に一回の割合で北米西部の

崩壊の役割と伝搬、および今後の研究の方向性などを

山岳地域で開催されてきました。北米西部非開催時の

考察した発表がありました。加えて、スイスからは、

2009年と2013年には、ヨーロッパで2回開催されまし

PTV（Particle tracking velocimetry）技術による時間

１）

た。原田と松下は、前回 に続く参加となりました。

差画像から、弱層破壊の伝搬やスラブの弾性率などの
積雪物性値を測定した結果について報告がありまし
た。上記は、硬いスラブの下に弱層が形成された場合

３．研究発表について

の雪崩発生に関する発表になります。
今回の ISSW には、開催国のアメリカをはじめとす
る北米を中心とした18カ国から1121名が参加し、76件

表－1

発表セッション及び件数
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一方、湿雪に関して、イタリアからは、湿雪雪崩の
発生に関わる積雪全層平均含水率に関連した指標を提

Systems（RACS）の設計や実行の仕方について発表が
ありました。

案し、積雪モデル SNOWPACK によるこの指標の計算

上記の発表では、意思決定や判断する人の技量に左

値や地面に埋めた上向きレーダーによる測定値と湿雪

右されず、より適切な選択となるための方向づけのた

雪崩発生とを比較した発表がありました。また、グラ

めの研究発表が主でした。また、ISO31000リスクマ

イド速度の測定値と湿雪雪崩の発生に関する現地観測

ネジメント規格に、雪崩に関する現象や対応方法など

結果が日本とノルウェーから報告され、湿雪全層雪崩

を適用した発表がいくつか見られました。加えて、カ

の検知技術として、SfM（Structure from Motion）に

ナダ雪崩協会では、2016年に「Technical Aspects of

よる写真判読を用いた例がアメリカから報告されまし

Snow Avalanche Risk Management」２）という冊子を

た。その他、雪崩の運動モデルに関して、スイスで開

発刊しています。インターネット経由でダウンロード

発された RAMMS モデルについて、他国での適用を

することも可能なので、ここに紹介いたします。

検討した事例が紹介されました。

土木研究所からは、振動実験に基づく斜面積雪の地

つぎに、リスクマネジメントのうち、道路管理や対

震応答と、その結果を用いた地震による雪崩発生推定

策施設関連等の発表のいくつかについて紹介します。

手法の提案について雪氷チームの原田が発表しました

口頭発表では、
アメリカより、他の斜面災害（土砂災害）

（写真－2）。また、雪崩・地すべり研究センターの松

を考慮した雪崩対策工の選択基準を、コロラド州およ

下は、2014年2月中旬の多量降雪時における気象デー

びカナダのハイウェイで実施した事例に関する発表、

タを用いて、樹林帯にて発生した雪崩の特徴について

道路や鉄道における雪崩予報や通行止め、人工雪崩に

発表しました。

よる処理の有効性の見積もりに関する発表、ワイオミ
ング州における道路雪崩対策の変遷について、斜面の
特性に応じて最新技術の爆発物や予防柵を導入してい
るという発表がありました。また、スイスからは、バ
ックカントリースキールートについて諸条件から自動
的にリスクを見積もる手法に関する発表がありました。
ポスター発表では、カナダからは、道路網における雪
崩リスクとサービスレベルの計測手法や、流体の3次
元モデル Dan3D を北米の積雪や地形条件をもとに雪
崩現象に適用した発表がありました。イタリアからは、
地域の雪崩プラットフォームで収集された気象・積雪・
地形データなどをもとに雪崩発生のシナリオを選択す

写真－2

ポスター発表の様子（原田研究員）

るための手法や、雪崩予防施設のモニタリング、保守、
機能回復に関する基準に関する発表がありました。地
元アメリカからは、近赤外線の実用的な使用を考慮に

４．雪崩対策の現地見学会

いれた積雪構造の測定、ユタ州で雪崩常襲地帯の対策
としてこれまで道路維持管理に用いられてきた大砲か

ワークショップの中日に、ブリッケンリッジを起点

ら、工法の比較検討により最適工法を導入している事

として、複数の班に分かれて雪崩対策などの現地見学

例、コロラド交通省で用いられている爆発物による雪

会が行われました。原田は、山岳域の Loveland Pass

崩制御のための保護施設の設計と実験に関する発表が

Road の雪崩対策に関する現地見学会に参加しました。

ありました。ノルウェーからは、交通障害となってい

現地で道路雪崩対策を担当するコロラド州交通省

る全層雪崩のモニタリングや予測のためにタイムラプ

（CDOT）の 案 内 に よ り、 ブ リ ッ ケ ン リ ッ ジ か ら

スビデオを導入している事例、水資源エネルギー局が

Loveland Pass（3655m）を 経 由 し Loveland Ski area

雪崩警報サービスを立ち上げ、道路省が気象および雪

に向かいました。Ski area のロッジにて、Loveland

崩観測で連携しているという発表がありました。また、

Pass Road に隣接する通称7 Sisters avalanche pass（7

オーストリアからは、初期プロジェクト計画から雪崩

つの雪崩道）にガゼックス（GAZEX：人工雪崩を誘発

緩和プログラム実施までの Remote Avalanche Control

するために発生区に施工されるガス砲）が導入された
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経緯と特徴について、CDOT と TAS 社
（導入メーカ）

５．おわりに

の担当より説明を受けました
（写真－3）
。当該地区で
は、これまでアバランチャー
（Avalauncher：下方から

今回の ISSW に参加したことにより、各国、特に北

発生区を目掛けて砲弾を発射する砲）が用いられてい

米における雪崩対策に関する取り組みを知ることがで

ました。2014年に道路雪崩対策が検討され、7 Sisters

きました。また、土木研究所で行っている雪崩対策技

avalanche pass では安全性を考慮しガゼックスが最適

術に関する調査について、海外の研究者や実務者と議

工法として選定されました。現地の施工位置の選点後、

論する良い機会となりました。これらを今後の調査研

浮石やアバランチャーによる不発弾の処理をしながら、

究に活かしていきます。次回の ISSW は、オーストリ

ガスを充填するためのシェルターの導入、アンカーボ

アのインスブルックで2018年10月7日から12日にかけ

ルトやガスラインの埋設、コンクリートの打設を経て、

て開催される予定です。また、2020年にはカナダでの

砲台が備え付けられました。各種テストの実施後、現

開催が予定されています。

在本格導入されています。残念ながら、前日の降雪に
より、当初予定されていたガゼックスの施工状況を見
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