
（社）日本雪氷学会各分科会企画 オーガナイズドセッション 
 

＊日本雪氷学会会員だけでなく研究大会参加登録者（要参加費）はどなたでも聴講可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
■オーガナイズドセッション：17:00～17:45 

題目：「ドームふじ深層氷床コアから求められた過去

72万年間の大気成分の変動」 
青木周司１、川村賢二２、中澤高清１、松本康志１、 
仲田久和１、松島寛尚１、菊地佑斗１、本山秀明２、 

藤井理行２、渡辺興亜２                 

１東北大学大学院理学研究科，２国立極地研究所 

 

概要：過去の気候変動と大気組成変動の関係を明ら

かにし、それらの変動のメカニズムやそれらの間に

働いた相互作用を調べるために、我々はドームふじ

深層氷床コアから空気を抽出し、過去 72 万年間わ
たる大気成分の分析を進めている。本講演では、こ

れまでの分析によって明らかにされた温室効果気体

濃度の変動を中心とし、大気主要成分の窒素や酸素

の安定同位体比やコア年代の決定に用いた酸素･窒

素濃度比についても紹介する。 

■総会：17:50～19:00 

1. 観測実施報告 

  第 51次南極観測夏隊報告（仮題） 
本山秀明（極地研）,平林幹啓（極地研）, 

西村大輔（北大低温研） 
  第 52次南極観測・雪氷部門実施計画報告（ドー

ムふじ関連） 
本山秀明（極地研），新堀邦夫（北大低温研）， 

倉元隆之（極地研），小端拓郎（極地研）， 
日下稜（北見工大） 

  NEEM（グリーンランド深層氷床コア掘削計画
2010年活動報告        

東久美子（極地研） 
2. 観測計画報告 

第Ⅷ期一般観測計画「熱水掘削によるラングホ

ブデ氷河底面環境の観測」の紹介 

杉山慎（北大低温研） 
3. 南極観測将来計画検討WG報告 

第Ⅷ期南極観測 6カ年計画案について 
本山秀明（極地研） 

4. 事業報告 
国際対応幹事報告 

杉山慎（北大低温研） 

ホームページ対応幹事報告 
小嶋真輔（東洋製作所） 

会計報告 
亀田貴雄（北見工大） 

5. 役員改選 
6. その他 
 

 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

テーマ：モンゴル・永久凍土地帯における環境の

現状 

概 要：モンゴル北部地域は，東シベリアの永久

凍土地帯やタイガ地帯の南端に位置し，気候変動の

影響が表れやすい場所である。本セッションでは、

この場所を対象に現在研究を行っている 3つのプロ

ジェクトに、環境の現状を報告してもらい、情報交

換を行う。また、昨年の分科会セッションで話題に

なった北海道内凍結深分布の調査および、既往の凍 
土に関する観測結果のデータベース化について、具

体的な実現可能性を探る議論を行いたい。 
 

 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

(1) 2009/2010冬期の吹雪災害事例報告 

   北海道南部えりも町での災害事例(1月) 
           (独)土木研究所 寒地土木研究所 

           伊東 靖彦氏、 吾田 洋一氏 
   新潟平野での災害事例(2月) 

           (独)防災科学技術研究所 
雪氷防災研究センター新庄支所 

           根本 征樹 氏 
(2) 吹雪の計測に関する議論 

   話題提供「吹雪粒子計(SPC)の開発」 
           新潟電機(株) 

凍土分科会 
9月 27 日（月）16:00～18:00 

（総会 17:30～） 

C 会場： 401 会議室 

吹雪分科会 
9月 27 日（月）16:00～18:00 

（総会 17:30～） 

D 会場： 603 会議室 

極地雪氷分科会 
9月 26 日（日）17:00～19:00 

（総会 16:50～） 

B 会場： 602 会議室 



           石丸 民之永 氏 
   話題提供 

「3Dレーザスキャナによる吹きだまり計測」 
           野外科学(株) 

           飯沼 弘一 氏 
   話題提供 

「北海道・石狩吹雪実験場における視程計測比較」 
           (独)防災科学技術研究所 

雪氷防災研究センター新庄支所 
           佐藤 威 氏 

   全体でのディスカッション 
(3) 吹雪分科会総会 

   ・HPの開設について 
   ・今後の活動予定 

   ・その他 
 
 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

講演会を開催いたします。どなたでも聴講可能で

す。多数の参加をお待ちしています。 

講演題目 

「海氷の生成と融解が大気―海洋間の物質循環に与

える影響」  

講演者： 野村大樹（国立極地研究所） 

要旨 

地球規模の気候をコントロールする要因として、

高緯度海域に分布する『海氷』が果たす役割は大き

い。例えば、海氷の存在はアルベドを増大させ、日

射吸収の大幅な低下を招く。また、大気―海洋間で

断熱材として働き、海洋からの熱放射を軽減させる

効果もあると認識されてきた。一方、物質循環の観

点からは、海氷は単なる大気―海洋間の物質交換の
『障壁』として認識されてきた。しかし実際海氷は、

多孔性の構造を持ち、ガス透過性が大きく、多くの

物質を含んでいることが報告されている。本講演で

は、海氷を通しての大気―海洋間の二酸化炭素
(CO2)・硫化ジメチル(DMS)交換、海氷中の栄養物質

の輸送過程について紹介する。 

 
 
 
 
 
 
 

■セッション概要 

◇講演会 
 

(1)WRFモデルによる気象予測シミュレーション（仮

題） 
日下博幸（筑波大学） 

(2)航空分野における着氷問題と JAXAの取組み（仮
題） 

坂上博隆 or 跡部隆（JAXA研究開発本部流体グル
ープ） 

(3)霧が峰高原における長期気象観測（仮題） 
 田口信（鷲ヶ峰ヒュッテ） 

 

◇総会 

・事業報告、会計報告、事業計画、会計計画 
・雪氷工学分科会の運営内規について 

・新役員の選出について 
・その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

テーマ： 

「雪氷圏研究のための衛星観測・モデルに基づいた

長期間データセットとその周辺」 

趣旨：衛星による地球観測が本格化して数十年余り

となり、同種の観測を行う衛星複数を組み合わせる

ことで、時系列的な解析に足る広域代表性のあるデ

ータセットを得ることが容易になってきた。また、

同時に GCM 等を応用した客観解析データの整備も
進み，長期かつ広域の現象を議論する上での有用な

ツールになってきている。そこで、こうしたデータ

セットについての情報の共有と応用研究促進のため

の事例紹介を両分科会の合同セッションとして企画

する。 
※衛星観測分科会の総会は、404和室で行います。 

 
 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

 近年、日本の氷河研究は世代交代が進んでいる。

雪氷化学分科会 
9月 27 日（水）18:00～20:00 

（総会 19:30～） 

A 会場： 601 会議室 

雪氷工学分科会 
9月 27 日（月）18:00～20:00 

（総会 19:30～） 

B 会場： 602 会議室 

気象水文分科会・衛星観測分科会

合同セッション 
9月 27 日（水）18:00～20:00 

（総会 19:30～） 

C 会場： 401 会議室 

氷河情報センター 
9月 28 日（火）14:00～16:00 

（総会 15:15～） 

C 会場： 401 会議室 



本セッションでは、日本の研究者が精力的に行って

きたパタゴニア氷河について、特に若手や氷河の研

究者でない大会参加者を対象に、その学術的な歴史

を振り返ります。また、若手研究者による近年の調

査・研究から得られた、最新の成果についても紹介

して頂きます。 
 

題目：「パタゴニア氷河研究の先駆けから展開期」 

講演者：成瀬廉二（NPO 法人 氷河・雪氷圏環境研
究舎） 

 1967-69 年の北大、京大、東工大、六甲学院の若
者による探検的予察調査から 15年後、新たな機運が

熟し、氷河研究の先進国・欧米に先駆けて、わが国

がパタゴニアの氷河にて初めて多目的かつ組織的な

氷河調査を開始した（1983/84）。1980年代はチリの
氷河にて、1990年からはアルゼンチンの氷河も含め、

気象（熱収支）、流動、氷河変動の３本の柱を立てて

推進した。1990年代後半から、英・墺・米・独など

の氷河研究者も、研究課題をしぼって積極的に現地

調査や衛星情報解析を展開するようになり、昨今パ

タゴニアの氷河は、学術的にもマスメディア的にも、

世界中から注目されるようになった。 
 

題目：「パタゴニア・ペリートモレノ氷河における熱

水掘削」 
講演者：杉山慎（北海道大学 低温科学研究所） 

 2010年 3月にペリートモレノ氷河において熱水掘
削を行い、わずか 5-6%の底面水圧変化が約 40%の氷

河流動変化をもたらしていることを見出した。パタ

ゴニアの氷河では世界初の試みとなった熱水掘削を

中心に、観測の意義と成果を紹介する。 
 

 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

 雪氷物性分科会では、雪・氷など H2Oという分子

の物性から、様々な現象を理解しようとする基礎的

な研究について、情報交流を行なっています。毎年 

「雪氷物性シンポジウム」として、数名の方に講演

していただいております。今年度は、下記の 3件を

予定しております。初めての方も、ぜひご参加くだ

さい。 

■雪氷物性シンポジウム 

・「中性子回折および赤外分光法を用いた水素秩序氷

の観察」 
    荒川 雅（東京大学） 

・「雪結晶の成長機構 ‐過冷却雲中で行われた実験

から‐」 

    山下 晃（大阪教育大学名誉教授） 
・「氷の物理と化学国際シンポジウム（PCI 2010）参

加報告」 
       PCI 2010参加者他 

■総会 

 
 
 
 
 
 
 
■セッション概要 

テーマ：雪崩発生区の積雪 

－積雪モデルと山岳積雪の観測－ 
要 旨：雪崩の発生状況を知り，雪崩の災害や事故

の防止に役立てるためには，山岳地域の積雪，特に

雪崩の発生区における積雪の情報が重要です．標高

の高い発生区の積雪の状況を知るためには，現地へ

行って観測する方法と気象データから積雪の層構造

や密度などを推定する方法の大きく分けて２つの手

段があります．本講演会ではそれぞれの手法による

研究成果や課題を紹介していただく予定で，講演者

とタイトルは下の通りです． 
 

「日本の雪崩発生予測に向けた積雪変質モデル 

(SNOWPACK)の改良と応用」 
平島寛行氏（防災科学技術研究所 

雪氷防災研究センター） 
 

「山岳積雪情報の収集と活用の実際」 
池田慎二氏（NPO法人日本雪崩ネットワーク 

／新潟大学） 
 

雪氷物性分科会 
9月 28 日（火）14:00～16:00 

（総会 15:30～） 

D 会場： 603 会議室 

雪崩分科会 
9月 29 日（水）16:00～18:00 

（総会 17:30～） 

B 会場： 602 会議室 


