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１．はじめに

　平成30年10月7日から12日の期間、オーストリア共
和国インスブルック市において、国際雪科学ワークシ
ョップ（International Snow Science Workshop：以
下、ISSWとします）が開催されました（写真－1）。
ISSWは、研究者と実務者の意見と経験の学際的交流
を目的としており、特に理論と経験の融合をモットー
にしています。雪崩に関する発表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、2013年のフランス
共和国のグルノーブルに続き、今回はヨーロッパで3
回目の開催となりました。今回のISSWに、寒地土木
研究所から著者ら4名が参加しましたので、以下に報
告します。

２．発表概要

　今回のISSWには、開催国オーストリアをはじめと
するヨーロッパや北米、日本を中心とした27カ国から
425件の発表（口頭：140件、ポスター：285件）が、
19のセッションに分かれて行われました（写真－2、
写真－3）。以下では、各国からの主な発表と寒地土
木研究所からの発表について報告します。

２．１　各国からの主な発表内容

　今回のISSWでは数多くの発表が行われ、その全て
を本報告で紹介することはできませんが、以下に、著
者らからみた各国からの主な話題を報告します。
　気候変動と雪崩発生および雪崩対策に関する発表が
あり、これまでのISSWよりも少し踏み込んだ議論が
行われました。具体的には、数十年以上のデータに基
づく雪崩発生の変化傾向についてヨーロッパ各国とカ
ナダから発表があり、気候変動に伴う冬期積雪の雪質
（乾湿）や積雪量、積雪日数の近年の傾向と将来予測
について、ヨーロッパのアルプス地方、北米、日本の
北海道を対象にした発表が行われました。気候変動に
伴う雪崩発生や積雪変化への影響は地域によって異な
りますが、将来の気候変動に伴って乾雪から湿雪に雪

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

写真－1　会場のCongress Innsbruck
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associated with gaps in snow fences」（視程急変を
もたらす防雪柵開口部に関する研究）と題する発表を
行いました。防雪柵の開口部における視程急変への影
響や、現道で実施されている視程急変箇所の緩和対策
の効果を定量的に把握することを目的として、模型防
雪柵を用いた風洞実験において風向角を変化させ、開
口部の幅の違いや視程急変箇所の緩和対策の有無によ
る道路上の風速計測の結果と、それに基づく車両の走
行に影響を与える視程急変の特徴を説明しました。特
に防雪柵と直角な風向において開口幅が広い場合に道
路上での風速が増し影響範囲が拡大すること、緩和対
策においては、開口部端部に直交する副防雪柵の配置
では風向により副防雪柵が風を強める結果になること
について興味深い研究との関心が寄せられました。
　太田は、「Relationship between the growth 
management of trees in the highway snowbreak 
woods and their snowbreak effectiveness（道路防雪
林の樹木育成管理と防雪効果の関係）」と題して、道
路防雪林における樹木の成長や樹木密度の管理とこれ
に伴う防雪効果の変化について発表しました（写真－

4）。これは、北海道内の道路防雪林において、樹木
の成長過程を現地調査した佐藤ら（2016）1）や伊東ら
（2016）2）の既往研究で指摘されている下枝の枯れ上
がりを模擬した模型防雪林の風洞実験結果を報告した
ものです。一般セッション「Protection measures: 
risk management and engineering solutions（防災：
リスク・マネジメントと工学的ソリューション）」の
座長からは、工学分野から樹木による防雪対策の発表
は数少ないとの紹介がありました。
　高橋は、「Changes in snow pressure on snow 
bridges in the Hokkaido region of Japan（北海道にお
ける雪崩予防柵に作用する雪圧の変化について）」と
題して、近年の気候変動により、雪崩予防柵に作用す
る雪圧が変化しているのではないかとの懸念から、約

質が変化する場合、雪崩対策として何が必要なのか議
論する発表もありました。雪崩対策施設の施工事例で
は、北極圏に位置するスヴァールバル島で、気候変動
に伴う永久凍土の温度上昇による影響を考慮して、防
雪柵や雪崩予防柵の基礎を検討し建設した事例が報告
されました。
　雪崩対策施設の計画では、雪崩運動モデルRAMMS
のパラメータの数値を変えた数千回の計算結果から雪
崩衝撃圧の不確定性と確率分布を検討した例や、雪崩
運動シミュレーションSamosATを用いて土塁の減勢
効果を評価した例などが報告されました。雪崩運動シ
ミュレーションが、雪崩対策における有効なツールと
して幅広く活用されていると感じました。
　雪崩検知技術として、レーダーやレーザー、赤外画
像、インフラサウンド（低周波の微気圧振動）、地震
計（地盤振動）による観測データを活用した多くの発
表があり、セッションの最後には全ての発表者を交え
た質疑応答が行われました。これらの雪崩検知技術の
うち、レーダーなどによる雪崩検知技術は、スイスな
どのメーカーにより製品化されています。また、実際
の道路の雪崩対策として、これらの雪崩検知技術を、
通行止めや人工雪崩の実施判断に活用または試験して
いるとの発表がカナダやノルウェー、スイスからあり
ました。さらに、まだ課題があるもののSAR（合成
開口レーダー）搭載の衛星を活用した広域の雪崩発生
状況を把握する技術についてフランスとノルウェーか
ら発表がありました。
　その他、米国運輸省によって設立された、交通に関
わる雪崩対策の情報共有TARPの取り組みについて、
現在は米国のみならずニュージーランドも参加してい
るとの発表がありました。

２．２　寒地土木研究所からの発表

　幸田は、「Research on sudden visibility impairment 

写真－4　太田特別研究監のポスター発表の様子 写真－5　高橋研究員のポスター発表の様子
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キー発祥の地と呼ばれている所で、多くの観光客が滞
在するリゾート地です。また、オーストリアとスイス
を結ぶ幹線沿いにあり、高速道路と鉄道が切り立った
岩山に囲まれています。岩山には多くの雪崩発生源が
あり、4年に1度の頻度で雪崩が発生しているとのこと
です（写真－6）。
　続いて、オーストリアの高速道路の管理ステーショ
ンを見学しました（写真－7）。管理ステーションは、
延長約13kmの長大トンネルの抗口付近にあり、付近
の高速道路も含め24時間体制で管理しています。冬期
は日本と同じく積雪が多いことから、除雪車や凍結防
止剤散布車も完備されていました。高速道路の管理ス
テーションについては、日本とほとんど変わらないや
り方で行われており、散布量の管理などのコストを意
識した手法も用いられていました。
 「A history of multifunctional avalanche mitigation
（多様な雪崩対策の歴史）」の班は、インスブルック
から西へ約110kmのGaltür（標高約1600m）における
雪崩対策を、Austrian Service for Torrent and 
Avalanche ControlのChristian Weber氏らの説明によ
り見学しました（写真－8）。Galtürの雪崩対策の歴
史は古く、1613年に、家屋の山側斜面を岩で埋めて、
流下してきた雪崩の勢いを分散させて家屋を守る、オ

30年前に観測を行った同一柵で調査を行い、その変化
傾向を取りまとめた結果について発表しました（写真

－5）。フランスの雪崩予防柵の技術者やアメリカやス
イスの参加者から興味を示していただきました。
　松下は、「Evolution of non-persistent weak layer 
and snowpack stability during snowfall（降雪時の非
持続性弱層の時間変化と積雪の安定性）」と題して、
降雪結晶の種類に起因する積雪後の密度と硬度の時間
変化の現地測定結果と、それに基づく斜面積雪の安定
性と雪崩発生への影響について発表しました。アラス
カで同様な積雪状態になることがあるなどの意見交換
を行い、北米やヨーロッパの参加者からの質問に答え
ました。

３．雪崩対策の現地見学会

　ワークショップ期間中の10月10日に、オーストリア
西部のチロル地方など複数の班に分かれて雪崩対策に
関する現地見学会（Field trips）が行われました。
 「Transport infrastructure and avalanches（交通イ
ンフラと雪崩）」の班は、インスブルックから西へ約
100kmのArlbergにおいて、雪崩対策並びに除雪対策
の現状と施設を見学しました。Arlbergはアルペンス

写真－7　高速道路管理所のモニタールームの様子

写真－6　Arlbergにおける現地見学会の様子

写真－9　雪崩予防柵

写真－8　Galtürにおける現地見学会の様子

76 寒地土木研究所月報　№789　2019年２月



ーストリア国内で初めての雪崩対策が行われました。
　しかし、Galtürはたびたび雪崩災害に見舞われ、古
い記録では1689年、村全体が雪崩に襲われ250名が亡
くなりました。また、近年では1999年2月下旬、強風
を伴った記録的な大雪で稜線に形成された雪庇が約
500mに亘って崩落し、それをトリガーとして発生した
乾雪雪崩が標高差約1000mの斜面を流れ下り、31名が
亡くなりました。さらに翌日も雪崩が発生し、7名の尊
い命が奪われました。近年の雪崩対策は、1950年代か
らの雪崩予防柵（写真－9）の建設から始まり、現在
は総延長約16kmの雪崩予防柵、1.3kmの防護擁壁
（写真－10）、10基の誘導擁壁や雪崩割り、25haの
雪崩防止林の植林、そして稜線には雪庇予防柵が施さ
れています。また、稜線と谷部の気象観測データや状
況に応じて行われるヘリコプターによる斜面監視、気
象予報、有識者の意見などに基づいて道路の通行止め
などが決定されるなど、ハードとソフトのあらゆる対

策が行われていました。

４．おわりに

　今回のISSWに参加したことにより、各国、特にヨ
ーロッパや北米における雪崩や吹雪の対策技術に関す
る取り組みを知ることができ、また寒地土木研究所で
行っている調査結果について海外の研究者や実務者と
議論する良い機会となりました。これらを今後の雪崩
や吹雪の対策技術に関する調査・研究に活かしていき
ます。なお、ISSWの論文は、「http://www.issw.
net/」にて全文が公開される予定で、過去のISSW論
文も入手できます。興味ある方は、参照して下さい。
　次回のISSWは、カナダのブリティッシュコロンビ
ア州Fernieにて、2020年10月4日から9日にかけて開催
される予定です。
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写真－10　雪崩防護擁壁
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