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2019年度日本雪氷学会北海道支部研究発表会発表論文 目次 

開催日：2019 年 5 月 10 日 ~ 5 月 11 日 

開催場所：北海道大学 学術交流会館 第 1 会議室 
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北海道大学 北極域研究グローバル・ステーション）， 

漢那 直也（北海道大学 北極域研究センター）， 

杉山 慎 （北海道大学 低温科学研究所，北海道大学 北極域研究センター） 

 

4. 極端な暴風雪時における吹雪量と国道通行止めの関連について 19 

大宮 哲，武知 洋太， 金子 学， 高橋 丞二（土木研究所 寒地土木研究所） 

 

5. 比表面積測定法に関する諸問題 ―試料のタンピングおよび含水の影響に関する考察― 23 

池浦 有希，八久保 晶弘（北見工業大学）， 

山口  悟 （防災科学技術研究所）， 

青木 輝夫（国立極地研究所） 

 

6. 実験で学ぶ自然現象― 水⇔水蒸気の相変化  27 

秋田谷 英次（NPO 法人 雪氷ネットワーク） 

 

7. ロシア・カムチャッカ半島・クロノツキー半島の氷河群における表面高度変化 31 

福本 峻吾，波多 俊太郎（北海道大学 低温科学研究所， 

北海道大学 大学院環境科学院）， 
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19. 北海道中標津町地域での防雪柵に関する吹雪・吹きだまり観測報告 77 
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波多 俊太郎（北海道大学 大学院環境科学院，北海道大学 低温科学研究所）， 

杉山  慎  （北海道大学 低温科学研究所）， 

古屋 正人  （北海道大学 大学院理学研究院） 

 

24. 雪結晶の散乱光照明による顕微鏡写真撮影法（Ⅱ） 97 
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25. 機械学習を用いた積雪粒子画像の自動判定法 101 
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