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１．はじめに

　2018年6月4日から6月9日にかけてロシア連邦ウラジ
オストク市、極東連邦大学（FEFU）（写真－1）に
おいて開催されたIAHR International Symposium on 
Ice 2018（以下、アイスシンポジウム）に寒地水圏研
究グループ寒地河川チームから矢部、横山、伊波、寒
冷沿岸域チームから木岡、国土交通省北海道開発局か
ら高橋賢司流域計画官、小西聡上席治水専門官、北見
工業大学から吉川泰弘准教授が参加しました。また、
会場である極東連邦大学とは2013年2月に「寒地土木
研究所と極東連邦大学間の研究協力及び交流に関する
協定」を締結し、昨年（2017年）10月に更新している
ため、Aleksandr Bekker教授、Tatiana Uvarova准教
授らと研究ミーティングを行いましたので併せてその
報告を行います。

２．アイスシンポジウムの概要

　今回のアイスシンポジウムが設定しているセッショ
ンは、「沿岸域における氷と構造物」「河川、湖にお
ける氷」「流氷」「氷と航海」「現地観測手法と室内
実験手法」「環境と生態」と主に氷工学に関するもの
です。しかし、寒地土木研究所で取り組んでいる工学
的な研究のみならず、氷を媒介とした生態系や気候変
動に関する研究など理学的な研究も多数紹介されてお
り、氷工学といえども様々なバックボーンを持った研
究者が一堂に会しています。
　参加者はロシア、カナダ、ポーランド、フィンラン
ドなど氷災害が生じている高緯度地域を中心に15か国
から計63名が参加しました。極東地域であるウラジオ
ストク市で開催されたことから、中国からの参加者も
多かったことが今回のアイスシンポジウムの特徴で
す。
　シンポジウムでの基調講演や各セッションでは、結
氷した海洋での航路確保や油田等のプラント施設に対
する氷の衝撃力や砕氷、安全確保に関する発表が多く
ありました。また中国からの参加者で、河氷を爆薬で

写真－1　会場となった極東連邦大学（FEFU）

破壊しアイスジャムを除去する研究発表があり、日本
とは異なる大陸河川におけるアイスジャムへの対応実
務を知ることができました。

３．極東連邦大学（FEFU）との研究ミーティング

　 6 月 4 日 、 セ ッ シ ョ ン に 先 立 っ て 工 学 部 長 の
Aleksandr Bekker教授、Uvarova准教授、Egupov国
際プロジェクト専門担当を訪問し研究ミーティングを
行いました。FEFUと寒地土木研究所との間では寒冷
地におけるコンクリート技術、道路舗装構造、海岸工
学に関する研究を中心に研究協力を実施、継続中です
が、アイスシンポジウムの主要テーマの一つである海
氷の他、河川アイスジャム研究についての情報交換を
行うことを目的に開いたものです。
　FEFUの成り立ちの他、現在取り組んでいる課題に
関して説明を受けましたが、特に北極海航路が実現し
た場合、ロシアは主要な航路と港湾施設を有するた
め、結氷期における港湾施設の維持管理や船舶の航行
安全性などが盛んに研究されているとのことです。寒
地土木研究所からは、寒冷沿岸域チームによる構造物
周辺の氷等漂流物の外力に関する研究や、寒地河川チ
ームと北海道開発局、北見工業大学が連携して実施し
ているアイスジャム関連の研究目的と内容や成果につ
いて情報提供し、FEFUは結氷河川や流氷の漂着が生
じる北海道の研究機関との研究連携は今後益々重要に
なるとの見解を示されました。また、この春に発生し
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写真－2　FEFU、CERI、北海道開発局、北見工業大学に

よる研究ミーティング

写真－5　口頭発表する横山主任研究員の様子

写真－6　口頭発表する伊波研究員の様子

写真－3　研究を説明する木岡主任研究員

写真－4　研究ミーティング後の記念撮影

た全道的なアイスジャム被害の概要を説明し、この原
因が3月にしては記録的な出水と気温の上昇が重なり
生じたこと、長期的な気候変動の影響により気象現象
が今後極端化、激甚化した場合、このような現象が一
般的になると予見できることから、お互いにこの分野
での今後の研究連携の意義を確認しています。さら
に、室内実験における条件設定の考え方や計算モデル
の構成などアイスジャム研究における詳細な議論も行
われ、今後の研究に資する有用な意見交換をすること
ができました。（写真－2、写真－3、写真－4）。

４．アイスシンポジウムにおける寒地土木研究所から

　　の発表

　横山主任研究員はRIVER, LAKE AND RESERVOIR 
ICEセッションにおいて「Experimental study on ice 
jam under completely ice-covered river（完全結氷河
川におけるアイスジャムに関する実験的研究）」と題
して発表を行いました（写真－5）。本研究は、完全
結氷した下流部に上流から氷板が流入するケースを想
定し、アイスジャム発生規模を評価する指標の1つで
あるアイスジャムスケールの適用性を模型実験により
検証したものです。参加者からは、実験設定条件のほ
か、アイスジャムスケールへの氷板のサイズや運動式
の考慮に関し、質問やコメントをいただきました。
　伊波研究員はRIVER, LAKE AND RESERVOIR 
ICEセッションにおいて「Field Observation of Ice 
Flow in The Abashiri River（網走川における河氷の
現地観測）」と題して発表を行いました（写真－6）。
本研究は、網走港から網走湖を含む網走川下流の領域
において河氷の形成融解を考慮した数値計算と現地観
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目の前の課題解決に資するよう、各研究テーマに取り
組む次第です。
　最後に、アイスシンポジウムのLocal Organizing 
Commit teeとして多忙な中時間を割いて頂いた
Bekker教授、Uvarova准教授、FEFUとのミーティン
グ、現地での案内等大変お世話になりました在ウラジ
オストク日本国総領事館の日高俊文副領事、北海道
局、北海道開発局をはじめとした日露関係各位の皆様
に心より感謝の意を表します。
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測を行い、河道条件や水理条件に応じて河氷のできや
すい領域や詰まりやすい領域を空間的に示したもので
す。参加者からは計算結果の現地での適応に関して質
問やコメントを頂きました。
　 木 岡 主 任 研 究 員 は I C E  A N D  O F F S H O R E 
STRUCTURESセッションにおいて「Experimental 
and theoretical considerations on water depth and 
force on onshore structures driven by run-up 
Tsunami wave in ice-infested waters（氷海域におけ
る津波の陸上遡上による構造物への作用荷重と遡上水
深に関する実験的および理論的考察）」と題して発表
を行いました。本研究は、海氷を伴う津波による陸上
構造物へのインパクトを実験的および理論的に検証し
たものです。参加者からは実験に使用する海氷模型の
形状等について質問やコメントを頂きました。

５．おわりに

　氷工学に関するシンポジウムは日本国内において少
ないため、世界中の研究者や技術者が一堂に会し、議
論しあう機会は貴重で有意義なものでした。ここでな
された議論や交流は、今後個々人の研究に反映され、
さらなる成果として公表していく予定です。北海道に
おいては、直近の3月9日に発生したアイスジャム災害
を受け、研究者や技術者、河川管理者のみならず一般
市民の間でも関心が高まっており、メカニズムの解明
や防災対策のための知見収集などが強く望まれていま
す。研究成果がアカデミックな世界のみに留まらず、
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