報 告

第８回寒地開発に関する国際シンポジウム（ISCORD 2007）に参加して
徳永

ロベルト＊ 舟橋

誠＊＊ 武知
千葉

洋太＊＊＊ 松下

学＊＊＊＊＊

大久保

拓樹＊＊＊＊
天＊＊＊＊＊＊

ˍȅ͉̲͛ͅ
2007年９月25日から27日の３日間、フィンランド共
和国のタンペレ市の「Tampere Hall」において標記
国際会議
（以降、ISCORD）が開催され、当所寒地道路
研究グループからは寒地交通チームの徳永主任研究
員・舟橋研究員、雪氷チームの武知研究員・松下研究
員、寒地道路保全チームの千葉研究員及び水素地域利
用ユニットの大久保研究員
（計６名）
が参加・発表しま
したので報告します
（ৢ૯Ƚˍ及びˎ）
。
ˎȅJTDPSE ̞̾̀ͅ
ˎȅ
ˍȁٽါ

ৢ૯Ƚˍȁ݈̦ٛٳट̯̹ͦٛા

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
（2004年）は札幌市で開催さ
れ、６ヶ国からの参加がありました。今回は、12 ヶ
国から約150名が参加しました。
ˎȅ
ˎȁ݈͈ٛ࿒എ
今回の ISCORD は、「寒冷地に適用可能な先進かつ
幅広い知見・情報を提供すること」を目標に、各国の
様々な分野における専門家や技術者の参加によって、
以下の８テーマについて報告・議論を行うことを目的
としています。
・交通網の計画・設計・建設・メンテナンス
・都市インフラの設計・建設・メンテナンス

ৢ૯Ƚˎȁ݈ٛັ;ϋΗȜ͈໓ࠊ

・輸送とロジスティクス
・建造物の設計・建設・メンテナンス
・エネルギー政策・管理

ˎȅˏȁ৽ट౬ఘ൝
本会議の主催は、RIL（フィンランド土木学会）及

・気候変動による環境と生活への影響

び IACORDS（ 国 際 寒 地 開 発 研 究 協 会 ）、 共 催 は

・環境アセスメントと技術

ASCE（米国土木学会）、VTT（フィンランド技術研

・寒冷地域における教育の発展

究所）及び International Polar Year 2007-2008（国際
極年2007-2008）
です。
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大 会 組 織 委 員 会 は、 国 内 組 織 委 員 会（Domestic
Organizing Committee）、国際組織委員会
（International
Organizing Committee）
、
国際顧問委員会
（International
Advisory Committee）の３つの委員会によって構成さ
れ、本会議では Helena Soimakallio 氏（フィンランド）
が代表を務めました
（ৢ૯Ƚˏ）
。
ˏȅ݈͈ٛඤယ
本会議のプログラムは、以下の通りです。
◎９月25日
（火）
・オープニングセレモニー

ৢ૯ȽˏȁIfmfob!Tpjnblbmmjp ঙ

司会：Helena Soimakallio 氏
（フィンランド）
挨拶：Jorma Haapamaki 氏
（フィンランド）
Bill Marcuson 氏
（アメリカ）
佐々木晴美 氏
（日本）
佐藤馨一教授
（日本）
（ৢ૯Ƚː）
Asko Sarja 教授
（フィンランド）
・オープニングセッション
テーマ：
「スノーモービルがヨイクを殺したか？ 20
世紀におけるサーミの口承文化の変化と安
定」
Marko Jouste 氏
（タンペレ大学）
・キーノートプレゼンテーション
（基調講演）
テーマ：
「国際極年 IPY による実測・情報・公共施
設及び国際的遺産」
David Carlson 氏
（英国南極観測局）

ৢ૯Ƚːȁཤ٬ൽఱ͈ڠऎޗ֚چ

・パラレルセッション
（口頭発表）
１）給水と排水処理

テーマ：
「予測される気候変化と寒冷地の生活と環

２）建物の外観に関する性能
３）交通安全

境への影響」
Atte Korhola 氏
（ヘルシンキ大学）

４）凍土層の基礎
（建設）
５）アスファルト舗装の性能
６）道路及び鉄道盛土への寒さの影響の緩和

テーマ：
「交通事業計画の開発へ向けた挑戦」
Harri Kallberg 氏
（タンペレ工科大学）
・パラレルセッション（口頭発表）

７）公共施設と自然生態系への気候変動の影響

１）スタッドレスタイヤの利用問題

８）天然資源の開発

２）道路と鉄道建設への凍結の影響

９）永久凍土層上の道路と鉄道の設計と建設

３）交通施設の冬期維持管理（その２）

10）建物の寿命に関する工学的問題

４）道路及びその他の公共施設の寿命に関する工学

11）交通施設の冬期維持管理
（その１）
12）寒地開発における環境整備

的課題
・テクニカルツアー
１）タンペレ工科大学

◎９月26日
（水）

２）フィンランド道路庁交通管制センター

・キーノートプレゼンテーション
（基調講演）

３）ムオティアラ住宅区域
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◎９月27日
（木）
・キーノートプレゼンテーション
（基調講演）
テーマ：
「デュアルモードビークルの開発と商業利
用に向けた過程」
佐藤 馨一 教授
（北海道大学）
・パラレルセッション
（口頭発表）
１）寒冷性能のための材料試験
２）南極大陸での施設開発
３）凍土層の基礎
（実用状態）
４）教育
（その１）
及び（その２）
５）雪氷によるインフラ及び計画への影響
６）天然の岩盤と骨材の品質アセスメント
・クロージングセッション

ৢ૯Ƚˑȁඃ৽זහࡄ͈֥ݪอນ

司会：Helena Soimakallio 氏（フィンランド）
閉会の挨拶：Asko Sarja 氏（フィンランド）
会議の総括：蟹江俊仁氏
（日本）
次回開催国引継：Alexander A. Pakhomov 氏
（ロシア）
今回の ISCORD では、主に地球環境の変化に関す
る発表が最近の話題として挙げられ、113件の論文発
表が行われました。内訳は、フィンランド28件、アメ
リカ25件、日本20件、ロシア12件、イギリス10件、そ
の他スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フラン
ス、カナダ、中国、韓国でした。
ːȅێ౷ാ࿐ࡄݪਫ਼̥͈ͣอນ
ৢ૯Ƚ˒ȁਢ͈֥ݪࡄޘอນ
今回の ISCORD では、寒地土木研究所から８件の
論文発表を行いました。なお、徳永主任研究員は、
「交

化について
（Development and Practical Use of Rumble

通施設の冬期維持管理
（その１）
」のセッションにおい

Strips for Cold Regions）
」と題して、積雪寒冷地域を

て座長を務めました。

踏まえたランブルストリップスの開発経緯、施工方法

寒地交通チームの徳永主任研究員は、「積雪寒冷地

等について述べるとともに、当該対策適用による効果

における冬期歩行空間のモビリティ評価について

検証や留意点について報告しました。聴衆からは、ラ

（Evaluation of Winter Pedestrian Mobility in Cold,

ンブルストリップについて紹介している当所ウェブサ

Snowy Region）
」と題して、主観的及び客観的評価手

イトや積雪時におけるランブルストリップスの効果に

法（コンジョイント分析法、歩行者挙動、すべり抵抗

ついて質問がありました（ৢ૯Ƚˑ）。

値等）を用いた冬期歩行空間のモビリティ評価につい

寒地交通チームの舟橋研究員は、「雪氷路面のすべ

て述べ、これらの評価結果を活用した今後の冬期歩行

り摩擦係数測定技術に関する研究（Study of Friction

空間のあり方について報告しました。聴衆からは、我

Measuring Method on Snowy/Icy Roads）
」と題して、

が国でのスパイクタイヤ使用規制によるつるつる路面

日本における標準的な雪氷路面のすべり摩擦係数の測

の出現と歩行者転倒事故の因果関係について幾つかの

定装置であるすべり試験車とすべり抵抗値の測定装置

質問や意見を頂くことができました。

（減速度計・連続すべり抵抗測定装置）との比較試験の

同じく、徳永研究員は平澤主任研究員の代理で「積

結果と冬期路面管理におけるすべり抵抗値の活用につ

雪寒冷地におけるランブルストリップスの開発と実用

いて報告しました。聴衆からは、減速度計による様々
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な課題
（車の性能による影響、ドライバーの違い等）に

吹雪環境下での視認性に関する調査結果などを基に、

ついて質問・指摘がありました。また、連続すべり抵

視線誘導施設の仕様、施設の選定条件など北海道にお

抗測定装置の測定値の定義や測定機同士の比較試験の

ける吹雪対策としての視線誘導施設について取りまと

状況についても質問がありました
（ৢ૯Ƚ˒）。

めた技術指針を紹介しました。聴衆からは、矢羽根の

同じく、舟橋研究員は高橋総括主任研究員の代理で

構造やコストなどに関する質疑、スウェーデンでは黒

「冬期路面管理のための橋梁部路面温度推定モデルの

い旗を視程障害対策として試験的に用いているといっ

構 築 （Modeling to Estimate Bridge-Pavement

たコメントがありました（ৢ૯Ƚ˓）。

Temperature for Winter Maintenance Decision）」と

雪氷チームの松下研究員からは、「北海道における

題して、橋梁部における路面温度推定モデル構築のフ

近年の法面雪崩の発生気象条件の特徴とその対策

レームワークを紹介するとともに、構築したモデルを

（Characteristics of Meteorological Condition and an

用いた路面温度の推定結果及び推定精度検証結果を紹

Example of Countermeasures for Road Avalanches

介しました。座長から、今後の冬期路面管理への活用

in Recent Years in Hokkaido, Japan）」と題して、斜

についてコメントを頂きました。

面積雪が雪崩予防柵をすり抜けて道路に達する雪崩現

雪氷チームの武知研究員は、「吹雪対策としての視

象について、過去５年間の事例解析からその発生気象

線 誘 導 施 設 に 関 す る 検 討（Research on Delineation

条件を説明し、対策工の試行試験結果を報告しました。

Facilities against Snowstorms）」と題して、矢羽根の

座長より、今後、様々な積雪環境で行う汎用性試験の
必要性について助言を頂きました（ৢ૯Ƚ˔）。
寒地道路保全チームの千葉研究員からは、「開粒度
舗装の冬期路面対策としての効果
（Open-graded
Pavement as a Measure against Winter Roads）」と
題して発表を行いました。これは、排水性舗装、およ
び機能性 SMA の舗装種別について、苫小牧寒地試験
道路、および供用中の道路で各種雪氷路面上における、
すべり摩擦係数を測定し、開粒度舗装の冬期路面対策
としての効果について検証を行った結果についてとり
まとめたものです（ৢ૯Ƚ˕）。
水素地域利用ユニットの大久保研究員からは、「バ
イオガスを原料とする水素ガス利用に関する考察
（Consideration on Use of Hydrogen Gas Originated

ৢ૯Ƚ˓ȁ໌ࡄ͈֥ݪอນ

ৢ૯Ƚ˔ȁઐ͈֥ݪࡄئอນ
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」と題して、バイオガスからの水素製造・

ৢ૯Ƚ˕ȁ୷ဩࡄ͈֥ݪอນ
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市です（ৢ૯Ƚ22）。北緯61.5度と札幌よりもおおよそ
20度も北に位置しています。この都市の中心には、ナ
シ湖とピュハ湖が存在し、湖間の水位差18m を活か
した水力発電によって都市及び周辺工場への電気を供
給しています（ৢ૯Ƚ23）。この都市では、工業が主要
産業でしたが、現在では国内の観光都市及びムーミン
博物館の所在地として知られています。
滞在中、タンペレ市内の気温は日中12℃程度で、札
幌市よりも季節が一ヶ月先行しており、美しい紅葉が
印象的でした。車道は市内の一部が石畳であり、信号
機は日本と違い低い位置に設置してありました
（ৢ૯
Ƚ22）
。タンペレ市内の信号機には、視覚障害者用信
ৢ૯Ƚ21ȁఱݛ༗ࡄ͈֥ݪอນ

号機が設置されており、バリアフリー対策も施されて
います（ৢ૯Ƚ24）。しかし、日本のように点字ブロッ

貯蔵技術の概要とその実証実験結果および取得データ

ク等もなく、歩道の勾配がきつい箇所もあり、日本で

に基づく実規模プラントの水素製造量の試算例につい
て報告しました。特にエネルギー供給地から遠い農村
地域における新しいエネルギー源としてバイオガスか
らの水素エネルギー利用を行うことを主眼に発表を行
いました。質疑応答では、水素製造プロセスにおける
熱源等に関する質問がありました
（ৢ૯Ƚ21）。
ˑȅΗϋβτঌ͈ځ͂মૂ
最後に、今回会議が開催されたタンペレ市の街並と
交通事情等を若干ですが紹介します。
ˑȅ
ˍȁځ
タンペレは、フィンランドの首都ヘルシンキから北

ৢ૯Ƚ23ȁঌඤ͈କႁอഩਫ਼

西に向かって160㎞ほど離れた人口約20万人の中核都

ৢ૯Ƚ22ȁΗϋβτঌඤ͈໓ࠊ
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ৢ૯Ƚ24ȁণژવٺ৪ဥܥ
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ৢ૯Ƚ25ȁȜήஜ͈࠙٦ດে͂ଔ௸ഽ

ৢ૯Ƚ26ȁέͻϋρϋΡൽႹ͈ۯଷΓϋΗȜ

行われているバリアフリー対策のすばらしさを改めて
実感しました。
ˑȅ
ˎȁমૂ
道路標識等は、ピクトグラムが多く、スオミ語（フィ
ンランド語）が分からなくても街中での行動に困るよ
うなことはありませんでした。また、カーブ前の警戒
標識に、当区間を安全に走行できる推奨速度が補足標
識として設置されていたのが印象的でした（ৢ૯Ƚ
25）
。
今回の ISCORD では、テクニカルツアーとしてフィ
ンランド道路庁
（FinnRA）の交通管制センターを訪問
しました。FinnRA は、フィンランドの公道網を維持

ৢ૯Ƚ27ȁΗϋβτ͈פίρΛΠέȜθ̀ͅ

管理しており、交通管制センターでは、道路交通網を
管理しています。タンペレでは、フィンランド内陸部

チェックは乗車中に抜き打ちで行い、無賃乗車の場合

地域を担当しています。ここでは、交通状況や道路気

はチケット額の40倍の罰金が課せられるそうです
（ৢ

象をカメラやテレメータ等でモニタリングをしてお

૯Ƚ27）。

り、信号機等の交通標識や可変式の規制標識・道路標
識等のトラフィックコントロールを行っています（ৢ

˒ȅ̤ͩͤͅ

૯Ƚ26）
。また、これら交通状況や道路気象のリアル
タイムな情報提供も道路利用者等に対して行ってお

今回の ISCORD に参加したことにより、論文発表

り、警察・マスコミ・維持業者などとも情報の連携を

等から各国の取り組みが紹介され、各地域における課

図っています。

題や技術開発に関する貴重な情報を得る良い機会とな

都心には、フィンランドを縦断している「VR（フィ

りました。これらを今後の研究活動に活かし、我が国

ンランド鉄道 Valtionrautatiet）」のタンペレ駅があり

の地域条件を踏まえたより安全で快適な冬期道路やエ

ます。この路線は、北のラップランドと首都ヘルシン

ネルギー資源の有効利用の実現に資する研究に取り組

キを結んでおり、タンペレ〜ヘルシンキ間187㎞を約

んでいく所存です。

２時間で運行しています。駅構内には、チケット販売
機がありますが、プラットフォームへのアクセスには

次回の ISCORD は、2010年にロシア連邦のイルクー
ツク市で開催される予定です。

改札口的なものが無いのが印象的でした。チケットの
寒地土木研究所月報

№657

2008年２月

49

徳永ロベルト＊
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
主任研究員
博士
（工学）

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）
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舟橋

誠＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
研究員

千葉

学＊＊＊＊＊

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

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

大久保

天＊＊＊＊＊＊

寒地土木研究所
水素地域利用ユニット
研究員
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