
第９回寒地開発に関する国際シンポジウム（ISCORD 2010）に参加して
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１． はじめに

　2010年６月１日から４日の４日間、ロシア連邦サハ
共和国のヤクーツク市（図－１）において標記国際会
議（以降、ISCORD）が開催され、寒地土木研究所か
らは寒地地盤チームの佐藤厚子主任研究員、寒地交通
チームの宗広主任研究員・徳永主任研究員、雪氷チー
ムの松下研究員・武知研究員、寒地道路保全チームの
金子研究員・吉井研究員及び寒地機械技術チームの
佐々木研究員（計８名）が参加・論文発表しましたの
で報告します（写真－１及び２）。

２． ISCORDについて

２． １　概要

　ISCORD は、1983年以降、２回目を除いて３年に
１度開催されており、過去、日本（２回）、中国、カ
ナダ、フィンランド（２回）、アメリカ、オーストラ
リアで開催されています。前回（2007年）はフィンラ
ンド・タンペレ市で開催され、12 ヶ国からの参加が
ありました。今回は、７ヶ国から約400名が参加しま
した。
２. ２　会議のテーマ

 今回の ISCORD は、「寒冷地における自然保全のた
めに技術を応用すること」をメインテーマに、以下の
９課題について報告・議論を行うことを目的としてい
ます。
１）  寒冷地域における構造物の長寿命化に資する設

計・建設・メンテナンス
２） 寒冷な環境におけるナノテクノロジーの利用
３）  建設・資源開発・人間の居住による生態系への影

響と、影響を最小限にする設計
４） 寒冷地域における交通インフラの建設と長期使用
５） 永久凍土地域における採鉱と輸送
６） 寒冷地域におけるエネルギー供給
７） 寒冷地域の社会経済・文化的な開発
８） 寒冷地域の生活に資する機器と健康
９） 気候変動の影響

図－１　ロシア連邦とヤクーツクの位置

写真－２　会議参加者を歓迎する雰囲気

写真－１　会議が開催された会場

報　告
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２. ３　主催団体等

　本会議の主催は、ロシア連邦サハ共和国政府及び
IACORDS（ 国 際 寒 地 開 発 研 究 協 会 ） で、Yuris 
Kupriyanov 氏（サハ共和国）が代表を務めました（写

真－３）。共催は、ASCE（米国土木学会）、TCCRE（寒
冷地工学研究会）、RIL（フィンランド土木協会）、
BAS（英国南極研究所）、JSCE（土木学会）、DEC（北
海道開発技術センター）、北海道大学です。

３. 会議の内容

　本会議のプログラムは、以下の通りです。
◎６月１日（火）
・オープニングセレモニー
　司会：Alexander Pakhomov 氏（サハ共和国）
　挨拶：Yuris Kupriyanov 氏（サハ共和国）
　　　　佐藤馨一氏（日本）（写真－４）
　　　　Riitte Kamula 氏（フィンランド）
　　　　Priscilla Wohl 氏（アメリカ）
　　　　Igor Kolodeznikov 氏（ロシア）
・基調講演
　テーマ :「気候と氷晶石の世界的な変化」
　　　　　Veniamin Balobaev 氏（ロシア）
・セッション
　１）寒冷地域におけるエネルギー供給
　２） 建設・資源開発・人間の居住による生態系への

影響と、影響を最小限にする設計
◎６月２日（水）
・セッション
　１） 寒冷地域における構造物の長寿命化に資する設

計・建設・メンテナンス
　２）寒冷な環境におけるナノテクノロジーの利用

写真－３　サハ共和国政府のYuris Kupriyanov氏 写真－４　IACORDSの佐藤 馨一会長

(北海商科大学教授)

　３）永久凍土地域における採鉱と輸送
　４）寒冷地域の生活に資する機器と健康
・シンポジウム
　 寒冷気候地における材料と構造の問題に関するシン

ポジウム
・セミナー
　ハバロフスク日本センターによる、「寒地における
　ニュービジネスリソースについて」
・ワークショップ
　国連開発プログラムと北方フォーラムによる、
　「国際的な気候変動に関するワークショップ」
・写真展
　「MAN  AND  COLD」
・テクニカルツアー
　永久凍土見学
◎６月３日（木）
・セッション
　１） 寒冷地域における交通インフラの建設と長期使用
　２）寒冷地域の社会経済・文化的な開発
　３）気候変動の影響
・テクニカルツアー
　EPL ダイヤモンドカンパニー見学
◎６月４日（金）
・セッション
　１）気候変動の影響
・基調講演
　テーマ :「寒冷な条件下におけるエネルギー供給と
　　　　　電気生産および転移の問題について」
　　　　　Nikolay Petrov 氏（ロシア）
・クロージングセッション
　司会：Alexander Pakhomov 氏（サハ共和国）
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　閉会の挨拶：佐藤馨一氏（日本）
　会議の総括：蟹江俊仁氏（日本）
　　　　　　　Zubeck Hannele 氏（アメリカ）
　　　　　　　Terenity Kornilov 氏（サハ共和国）
　次回開催国引継：Thomas Krzewinski 氏（アメリカ）

　今回の ISCORD では、主に「寒冷地域におけるエ
ネルギー供給」に関する発表が、開催国ロシアから多
く発表されました。全体では257件の論文発表が行わ
れました。内訳は、ロシア207件、日本32件、アメリ
カ６件、デンマーク４件、その他中国、フィンランド、
スウェーデンでした。

４. 会議内の発表について　

　会議で発表された論文のうち、寒地土木研究所から
参加した者の発表論文と、諸外国から発表された論文
のうち、興味深く聴講できたものの一例を紹介します。
４. １　寒地土木研究所からの発表

　寒地土木研究所からは、８件の論文発表を行いまし
た。なお、松下研究員は、「気候変動の影響」のセッ
ションにおいて座長を務めました（写真－５）。
　寒地機械技術チームの佐々木研究員は、「Develop-
ment of a system for the flexible shifting of snow 
removal sections using real-time positioning 
information on snow removal machinery（除雪機械
のリアルタイムな位置情報を活用した除雪工区の弾力
的な運用システムの開発）」について発表しました（写

真－６）。この発表では、GPS 情報を用いた除雪機械
の運用支援システムや詳細な凍結防止剤散布情報を収
集・管理するシステムの開発及び現場での試験結果に
ついて報告しました。
　寒地地盤チームの佐藤主任研究員は、「The frost-

heaving control effect of the replacement method 
using outdoor experiments（屋外土槽を用いた置換
工法による凍上抑制効果について）」と題して、北海
道で施工されている特殊ふとんかごの有効性を検討す
るための基礎的な研究成果について報告しました。会
場からは、温度の測定方法や凍上による地盤への影響
について質問や意見が出ていました。
　寒地道路保全チームの吉井研究員は、「Effect of 
control measures against icy roads using road 
shoulder grooving（路肩グルービングを用いた凍結
路面対策について）」と題して、路肩から発生する融
雪水が車道に流れ込み夜間に凍結するのを防ぐ工法と
して、路肩部にグルービングを縦断方向に設置する工
法の効果や影響を報告しました（写真－７）。会場か
らは、グルービングの仕様や他の凍結抑制の工法につ
いて質問や意見を頂くことができました。
　同じく、寒地道路保全チームの金子研究員は、「A 
study on preventive maintenance for pavement in 
cold, snowy regions（積雪寒冷地における舗装の予防

写真－６　佐々木研究員による発表 写真－７　吉井研究員による発表

写真－５　座長を務める松下研究員
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保全に関する検討）」と題して、舗装の予防保全とし
て行われる、ひび割れに対するシール材の注入や路面
の凹凸を除去する切削による、舗装の延命効果につい
て報告しました。会場からは、ひび割れの発生原因に
ついて質問がありました。
　寒地交通チームの宗広主任研究員は、「Assessment 
of winter road traffic performance using taxi probe 
data in the urban Sapporo area（札幌都市圏におけ
るタクシープローブデータを活用した冬期道路交通評
価）」について発表しました。
　同じく、寒地交通チームの徳永主任研究員は、「A 
study on road surface friction usage to monitor and 
evaluate winter roadway（すべり抵抗値を活用した
冬期道路のモニタリング及び性能評価に関する研究）」
について発表しました。この発表では、連続路面すべ
り抵抗値測定装置を用いた冬期路面のモニタリング技
術の構築及び冬期道路の性能評価への活用可能性につ
いて報告しました。発表後、会場からは「この装置は
舗装の評価にも活用可能か ?」といった質問がありま
した。
　雪氷チームの松下研究員は、「An evaluation of 
Avalanche risk on snow cover containing graupel（あ
られを含む積雪の雪崩危険度評価）」について発表し
ました。発表後の休憩時間に、積雪安定度の計算にお
いて、温度の条件を設定することが可能か等の質問が
ありました。
　同じく、雪氷チームの武知研究員は、「A study on 
assessing visibility during snowstorms on roads-
values measured by visibility meters and visibility 
range of delineators and vehicles during snowstorms

（道路上の吹雪時における視程評価に関する研究 －吹
雪時における視程計による計測値と視線誘導施設や車
両の視認距離）」について発表しました。
４. ２　諸外国からの発表

　ロシア連邦チタ大学の Kondratjev 教授より、
「Geocryological problems of building and exploitation 
of railways and highways（鉄道及び道路計画・建設
における地盤上の問題）」と題して、ロシア極東地域
における鉄道建設並びに道路建設における地盤上の課
題について発表がありました。写真－８及び９ は、
自動車専用道路「アムール」における盛土の沈下例と、
盛土全体に並びに舗装に至るひび割れの例を紹介した
ものです。凍結融解の厳しい条件にあるロシア極東地
域では、凍上対策を考慮した道路建設の必要性につい
て強く主張されました。
　ロシア連邦科学アカデミーシベリア支部ヤクーツク
科学センターの Ishkov 氏より、「The main problems 
of construction usage of the transport ways of the 
message on northeast of Russia（北東ロシアにおけ
る交通網建設の主要課題）」と題して、ロシア連邦全
体の道路整備計画とそのうち北東ロシアでの計画につ
いて発表がありました（図－２及び３）。同氏は、ロ
シア連邦全体の道路網計画のうち、サハ共和国内の占
める割合は高いものの多くの諸課題を抱えており、建
設の進まない実状について紹介がありました。最重要
課題とは、冬期間が長く、気温が－60～－70℃まで低
下するという気象条件であると言及されました。他方、
自然に形成される冬期の雪の道路、氷上の道路、氷の
暫定的橋梁がこの地域の交通網として機能しているこ
とも紹介されました。

写真－８　改築３年５ヶ月後の盛土の沈下例

(自動車専用道路「アムール」)

写真－９　道路修繕１年後のひびわれの例

(自動車専用道路「アムール」)
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５. ヤクーツク市の街並と交通事情

　今回、会議が開催されたサハ共和国ヤクーツク市（写

真－10及び11）の街並や交通事情について紹介します。
５. １　街並

　サハ共和国は、日本の約85倍の広さで人口が約100
万人です。ヤクーツク市は、サハ共和国の首都であり
人口は約25万人です。地表面から300m の永久凍土の
上に発展した都市であり、地震が無い地域です。夏に
なると永久凍土のうち地表面の１～２m が融解しま
す。20年以上前の住宅は、永久凍土の上に直接建設さ
れており、凍土が融解することにより、住宅が傾き、
ひび割れが発生しています。このため、パイプライン
や住宅などの構造物は、地表面から11～12m 程度の
深さまで基礎を打ち込み、この基礎の上に建設されま
す（写真－12）。
　ヤクーツク市の町並みは古い建造物があり、美しい
ものでしたが、道路や歩道は凹凸が多く凍上が多いこ

とが窺えました。また、構造物の上に舗装した箇所で
は、凍上の影響により路面が陥没もしくは、盛り上が
っていました。そのため、舗装にひび割れが発生して
いました。歩道は毎年の凍結融解による変状に備えて
補修が簡単にできるようにインターロッキング舗装が
採用されていました。毎年、補修作業をするそうです。
道路は平坦で排水施設が不十分なため、雨が降るとす
ぐにぬかるんで、水たまりも発生します（写真－

13）。雨が上がった後１日経過しても水たまりが残っ
ており、市街地における排水施設の重要性について身
をもって体験することができました。
　私たちが訪れた６月上旬は、北海道の夏を感じさせ
る気温で、過ごしやすい気候でした。白夜の始まりの
時期でもあり、午前４時に日の出を迎え、23時頃に日
の入りしました。日中の時間が19時間あり、１日がと
ても長く感じました。

図－２　ロシア連邦における自動車専用道路の

現状及び計画

図－３　2020年までのサハ共和国内における

道路及び鉄道の整備計画

写真－10　永久凍土上に作られた街ヤクーツク市とレナ川 写真－11　ヤクーツク市街の風景
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写真－12　永久凍土に打ち込まれた建物の基礎 写真－13　車道に発生している水たまり

写真－14　ヤクーツク市内の未舗装道路 写真－15　歩道の陥没状況

５. ２　交通事情

　ヤクーツク市の北にはレナ川が流れています。夏（７
～９月）には渡し船、冬（１～４月）には厚い氷に覆
われるため車により通行できますが、５～６月や10～
12月は川に氷が薄いため通行できなくなります。その
ため2013年にレナ川を渡る鉄橋が架かる予定です。市
街地における公共交通は現在のところ、鉄道や路面電
車が無く、バスかタクシーです。鉄道は約260km 南
まで建設されており、2013年に開業される予定です。
本会議でも施工技術に関する発表がありました。
　幹線道路における舗装率は半分程度であり、砂利道
が多く見受けられました（写真－14）。舗装されてい
る部分でも路肩には相当量の土砂が堆積しており、人
力により清掃が行われていました。歩道には凍結融解
による陥没を低コストで修繕できるようにインターロ
ッキングが採用されています。修繕が行われておらず、
大きく陥没している箇所もありました（写真－15）。
　今回の会議では、テクニカルツアーとして、ヤクー

ツク市郊外に位置する小高い山の裾にある永久凍土の
トンネルを見学しました（写真－16）。入り口は永久
凍土が融解しないように厚い壁で保護されており、ト
ンネルの中は－7℃程度の温度でした。トンネルの中
は、吐く息が白くならないくらい非常に澄んでいまし
た。見学の人が吐く息で氷の結晶ができ、大きく成長
していました。見学することができた永久凍土は、シ
ルト粒径でした。トンネルの外には、凍結融解を繰り
返した永久凍土が融解した状態で見ることができまし
たが、北海道で春先に見かける融解により崩壊した切
土のり面と類似した土質でした。

６. 地元メディアからの取材対応について

　会議の期間中は、ヤクーツク市の地元メディアが会
議参加者に注目し、寒地土木研究所の参加者数名が取
材を受けました。寒地地盤チームの佐藤主任研究員は、
地元テレビ局のスタジオで取材を受け、６月３日（木）
７：45（日本時間の６：45）から約５分間、テレビに
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生出演しました（写真－17）。生出演の中で、寒地土
木研究所の紹介や佐藤主任研究員の発表内容、会議参
加の目的や興味のある発表、サハ共和国やサハ人に対
する印象について取材を受けました。また、寒地交通
チームの宗広主任研究員、雪氷チームの松下研究員、
および寒地道路保全チームの金子研究員は、地元ラジ
オ局から取材を受けました。取材内容は、日本の寒冷
地における道路建設に関する質問でした。

７. 研究機関訪問について

　会議の参加に合わせて、会議を主管した北東連邦大
学（ヤクート大学）他、寒地土木に関する研究機関に
訪問する機会を得ましたので報告します。
７. １　M.K.アモーソフ記念北東連邦大学自動車道路

学部（ヤクーツク市）

　1934年にヤクーツク市に、前身である国立科学研究
所が設立され、後の1956年に国立の総合大学として、
M.K. アモーソフ記念ヤクート国立総合大学として開

学しました。2009年10月に大統領令により、ロシア連
邦内にある10の連邦大学の１つである M.K. アモーソ
フ記念北東連邦大学として、サハ共和国の総合大学と
して成長しています。６月３日（木）に同大学を訪問
し、Vasily Vasilyev 副学長及び自動車道路学部道路・
空港学科長の Ivanova Larisa 教授と意見交換を行い
ました（写真－18）。その中で、ヤクーツクでは－40
℃という極めて厳しい寒冷の気象条件下における、道
路の建設や維持について様々な問題を抱えていること
が分かりました。例えば、凍上による道路の崩壊や永
久凍土の融解による軟弱地盤対策など、解決しなけれ
ばならない課題が数多くありました。その上で、寒地
土木研究所の研究内容はとても興味があり、研究交流
を積極的に進めたいとのコメントを頂きました。同学
科と寒地土木研究所では、研究フィールド環境等多く
の共通点があり、今後の研究交流によって互いの技術
発展に結びつくと考えられます。
７. ２　ロシア科学アカデミーシベリア支部永久凍土

研究所（ヤクーツク市）　

　永久凍土研究所は、ロシア科学アカデミーシベリア
支部の一組織であり、世界で唯一、永久凍土について
研究を行っている機関です。永久凍土観測を通じて雪
氷や気候温暖化等の分野に関する地球的規模の研究も
行っており、日本の大学や研究機関との共同研究も多
く行われております。６月３日（木）に同研究所の
Rudolf　Zhang 研究所長を訪問し、意見交換を行いま
した。
７. ３　極東交通大学（ハバロフスク市）

　極東交通大学は、1937年に前身である鉄道研究所が
設立され、1997年にロシア極東の総合大学として現在
の名称となりました。５月29日（土）に同大学の

写真－16　永久凍土 写真－17　テレビ局で取材を受ける佐藤主任研究員

写真－18　M.K.アモーソフ記念北東連邦大学の皆さんと
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Andrei Serenko 副学長（学術関係）を訪問し意見交
換を行いました（写真－19）。その中で、大学の創立、
学部、研究内容についての説明がありました。工学部
だけでなく法律や心理学、哲学など人文系の学部もあ
る総合的な大学です。学部だけでなく、大学院や博士
課程もあり、３か月前には同大学の学長が鉄道による
アジアと極東の輸送関係について日本で講義を開いた
とのことでした。また、道路や空港の設計、サハリン
プロジェクトのガスや石油のパイプラインの開発にも
携わってきたとのことです。副学長の説明の後には、
土質実験室を見学しましたが、日本の規格とは少し異
なった試験機もあり大変興味深いものでした。また、
省エネの研究としてサーモビジョンを体験させていた
だきました。
　午後からは、Suldin Nikolaevich 教授のサーモビジ
ョンを活用した断熱技術に関する研究、Kudryavtsev 
Sergey 教授によるジオグリッドによる永久凍土の融
解による変状対策（写真－20）、Dmitry Maleev 准教
授による非破壊調査に関する研究などをお聞きしまし
た。日本からは、土木研究所の研究内容を紹介しまし
た。短時間でしたが、日ロ両国の土木技術に関する日
ロセミナーとなり、有意義な意見交換が行われました。
また、極東交通大学側からは、寒地土木研究所に対し、
今後の研究交流の継続が提案されました。
７. ４　太平洋大学極東道路研究所（ハバロフスク市）

　太平洋大学は、現場との交流やロシア国内外の研究
所との交流が深く、道路構造、建設メンテナンス、橋、
トンネル、用地など自動車道路の専門家を育成する大
学です。同大学は、様々な技術の認証の発行も行って
います。５月31日（月）に同大学極東道路研究所所長
の Yamolinskiy Vladmir 教授を訪問し意見交換を行

いました（写真－21）。その中で、極東ロシアの南方、
中部は北海道とよく似ており、道路建設やメンテナン
スなど共通する点が多いことをお聞きしました。また、
同教授のパワーポイントによる説明では、凍上の問題、
舗装のひび割れによる盛土内への水の浸入を防ぐ材
料、アスファルト混合割合、冬期間の道路の視認性、
交通安全などの研究を行っており、寒地土木研究所と
の情報交換や研究交流が必要であることを強調されて
いました。

８. おわりに

　今回の ISCORD に参加したことにより、論文発表
等から各国の取り組みが紹介され、各地域における課
題や技術開発に関する貴重な情報を得る良い機会とな
りました。これらを今後の研究活動に活かし、我が国
の地域条件を踏まえたより安全で快適な冬期道路やエ
ネルギー資源の有効利用の実現に資する研究に取り組

写真－19　極東交通大学の皆さんと 写真－20　Kudryavtsev Sergey教授の発表

写真－21　Yamolinskiy Vladmir教授との意見交換
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んでいく所存です。
　ヤクーツクでは、現地の会議関係者をはじめ、北東
連邦大学の日本語教師である舟森久美子さん、日本語
を学んでいるヤクート人大学生の Petr さん、Varia

さん、Alena さん、Klara さん、Kristina さんに大変
お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げ
ます。次回は、2013年にアメリカ・アラスカ州アンカ
レッジ市で開催される予定です。　

金子　雅之＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
研究員

吉井　昭博＊＊

寒地土木研究所
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武知　洋太＊＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員

松下　拓樹＊＊＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員
博士（理学）

佐々木憲弘＊＊＊＊＊

寒地土木研究所
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研究員

寒地土木研究所月報　№688　2010年９月  51


