報 告

第10回寒地開発に関する国際シンポジウム
（ISCORD 2013）に参加して
七澤

馨＊

高橋

尚人＊＊

佐藤

１．はじめに

厚子＊＊＊

影山

裕幸＊＊＊＊

原田

裕介＊＊＊＊＊

12）構造物と基礎
13）持続可能な技術とアセットマネジメント

2013年６月２日から５日の４日間、アメリカ合衆国

14）水と排水システム

アラスカ州のアンカレッジ市において第10回寒地開発
に関する国際シンポジウム
（以降、ISCORD）が開催さ
れ、寒地土木研究所からは七澤特別研究監、寒地交通
チームの高橋総括主任研究員、影山研究員、寒地地盤
チームの佐藤主任研究員、雪氷チームの原田研究員（計
５名）
が参加し、論文発表しましたので報告します（写
真－１）
。
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

写真－１

ダ、フィンランド
（３回）、アメリカ、オーストラリア

会議が開催された会場

で開催されています。前回（2010年）はロシア連邦サハ
共和国のヤクーツク市で開催され、７ヶ国からの参加
がありました。今回は、11 ヶ国から約250名が参加し
ました。

２．３

主催団体等

本会議の主催は、IACORDS（国際寒地開発研究協
会）、TCCRE（寒冷地工学研究会）及び ASCE（米国
土木学会）で、Thomas G. Krzewinski 氏（ASCE）が代

２．２

会議のテーマ

表を務めました。共催は AWRA（米国水資源協会）、

今回の ISCORD は、
「持続可能な寒冷地のための計

UAA（アラスカ・アンカレッジ大学）、KGS（韓国地

画」をメインテーマに、以下の14課題について報告・

盤協会）、RIL（フィンランド土木協会）、USPA（米

議論を行うことを目的として開催されました。

国永久凍土協会）、DEC（北海道開発技術センター）、

１）寒冷地域における構造物

北海道大学らです。

２）教育と社会文化的な考察
３）環境汚染物質

３．会議の内容

４）凍土と永久凍土層
５）北極圏特有の問題

本会議のプログラムは、以下のとおりです。

６）石油・ガス・エネルギーについて

◎６月２日（日）

７）舗装性能

・テクニカルツアー

８）透水性舗装

◎６月３日（月）

９）港湾・沿岸と水工学

・オープニングセレモニー

10）滑走路と飛行場
11）雪氷管理
50

挨拶：Thomas G. Krzewinski 氏（アメリカ）
Hannele Zubeck 氏（アメリカ）他
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・テクニカルセッション

４．会議内の発表について

１）気候変動Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
２）寒冷地の透水性舗装Ⅰ・Ⅱ

会議で発表された論文のうち、寒地土木研究所から

３）道路維持管理Ⅰ・Ⅱ

参加した者の発表論文と、諸外国から発表された論文

４）凍土環境下における地震時の構造物の検討

のうち、興味深く聴講できたものの一例を紹介します。

５）永久凍土における建設
６）北極圏の建設

４．１

７）寒冷地の滑走路舗装

寒地土木研究所からの発表

寒地土木研究所からは、１件のパネラー発表及び５
件の論文発表を行いました。

８）熱サイフォン

七澤特別研究監は、気候変動研究における理学と工

◎６月４日
（火）

学の橋渡しをテーマとするセッションで、
「Cold Region

・全員参加セッション
東日本大震災時の津波による漂流物に対する取組
・テクニカルセッション

Engineering Researches Toward Challenges Caused
by Climate Change（気候変動により生じる問題に向

１）凍土のモデリング、基礎、工学的検討

けた寒地工学研究プログラム）」についてパネラーと

２）寒冷気候の建設；歩道、橋梁、アンカー

して発表しました（写真－２）。この発表では、寒地土

３）寒冷気候による舗装損傷問題

木研究所の防災気象ユニットで取り組んでいる研究と

４）寒冷気候の配水施設

気候モデルの出力値の利用について紹介しました。具

５）冬期における都市の検討

体的には、北海道の水田を例とした気候変動が水資源

６）北極圏の地理学

に及ぼす影響、冬期降水量から積雪水量を推定する方

７）寒冷地の水管理

法、地形因子から積雪水量を推定する方法、新潟県以

８）寒冷地における環境改善

北の現在から将来にかけた降雪や吹雪指標の変化傾向

９）寒冷地における持続可能性

について紹介しました。また、気候モデルの出力値の

◎６月５日
（水）

利用では、予測の不確実性などから直接的な設計外力

・全員参加セッション

には使いにくいが、ハード・ソフトのいずれを主とす

アラスカのエネルギー：現在と将来の予測
・テクニカルセッション

るかといった計画の方向性を検討するのには有効であ
ることを述べました。

１）北極圏の盛土、永久凍土とハザードについて
２）寒冷地の水文学
３）エネルギー産出による影響
４）寒冷気候による鉄道問題
５）寒冷地の港湾
６）北極域の工学教育
・クロージングセッション
閉会の挨拶：Thomas G. Krzewinski 氏（アメリカ）
次回開催国引継：Eun Chul Shin 氏（大韓民国）
今回の ISCORD では、主に「寒冷地域における凍
結地盤と永久凍土」に関する発表が、開催国アメリカ
から多く発表されました。全体では79件の論文発表が
行われました。内訳は、アメリカ49件、日本９件、カ
ナダ５件、フィンランド４件、デンマーク４件、その

写真－２

七澤特別研究監による発表

寒地地盤チームの佐藤主任研究員は、「Properties

他韓国、中国、イギリス、ロシア、オーストラリア、

of Embankments Built in Winter（冬期に施工した盛

ニュージーランドでした。

土の性状）」と題して、冬期に盛土を施工することに
よる問題点を検討するために実施した試験施工の結果
について報告しました。会場からは、盛土の材料に関
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する質問がありました。その後のコーヒーブレイクで

用した結果を報告しました。会場からは、観測データ

も、盛土材料と凍上性に関する質問や施工方法に関す

の収集期間に関する質問がありました。

るコメントをいただき、寒冷地における冬期施工に関
して関心の高さを感じました。
寒地交通チームの高橋総括主任研究員は、
「A Study
on Reproducibility of Friction Data Collected Using
a Continuous Friction Tester（連続路面すべり抵抗
値測定装置を用いた路面状態の診断技術）
」と「A
Study on the Use of Quantitative Indicators for
Winter Road Performance Measurement and
Evaluation in Japan（日本における客観的指標を用い
た冬期道路の性能測定・評価に関する研究）
」の２件
の発表をしました。前者は、路線の路面すべり抵抗値

写真－３

の分布に再現性があるか、実道でのすべり計測結果を

影山研究員による発表

基に検証したものです。会場からは、橋梁やトンネル
区間の舗装や、土工区間でのすべり抵抗値の低下要因
について質問がありました。後者は、アメリカ、ヨー

４．２

諸外国からの発表

マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 大 学 の M i l l e r 准 教 授 よ り、

ロッパなどの冬期道路管理基準をレビューし、冬期道

「Comparative Analyses of Methods for Posting

路管理におけるすべり抵抗値の活用可能性を検討する

Spring Load Restrictions（春期の荷重制限を把握す

とともに、基準値の比較検討が可能となるよう、様々

るための比較分析の方法）」と題して、発表がありま

なすべり抵抗計測装置の比較試験結果を報告したもの

した。アメリカの季節凍土地帯における低交通量道路

です。会場からは、車両や測定タイヤが変更された場

では、凍結融解プロセスによるダメージを軽減するた

合の測定結果の検証方法について質問がありました。

めに、道路局が SLR（舗道が最もダメージを受ける

同じく、寒地交通チームの影山研究員は、「Driving

場合に道路上で許容できる荷重）という指標を適用し

Behavior Test on Roundabout with Road Surface

ます。ここでは、この指標を検討する際に、４つの量

Changes（路面状態の変化を伴うラウンドアバウトの

的アプローチについて議論していました。そして、土

運転挙動試験）
」
について発表しました。この発表では、

の凍結融解対策を考慮した、より適切な手法の必要性

苫小牧寒地試験道路の模擬ラウンドアバウトにて、運

について主張されました。

転行動モニタリングシステムを搭載した車両を用いて

ま た 、 韓 国 大 学 の Le e 教 授 よ り 、「 E l ectrical

行った異なる路面状態による実験結果から、冬期積雪

Resistivity of Soils due to Cyclic Freezing and

路面におけるラウンドアバウトの安全性評価について

Thawing（周期的な凍結融解による土の電気抵抗）」

報告しました
（写真－３）。発表後、会場からは「アメ

と題して、凍結融解サイクルにおける砂とシルトの混

リカではラウンドアバウトが増えているが、冬期を視

合土の電気抵抗の変化について発表がありました。

点とした研究が行われていない。ラウンドアバウトと

その結果、土が凍結融解を繰り返すと電気抵抗は増加

十字交差点で運転挙動を比較したり、凍結路面の発生

すること、０～－３℃での凍結時よりも融解時のほう

状況の比較も行ってほしい。
」といった助言をいただ

が電気抵抗は小さいことを示していました。これらの

きました。

ことから、凍結融解過程の土の構造を分析する際、電

雪氷チームの原田研究員は、
「Method of Estimating
Snowy Climate Values to Use Future Projections

気抵抗の調査が役立つかもしれないことを言及してい
ました。

with Global Climate Model（気候モデルの将来気候値
を用いた雪氷気候値の推定方法）
」について発表しま

５．テクニカルツアーについて

した。この発表では、気候モデルの現在気候再現値を
アメダス等の実測値を基準とした値に補正した係数な

今 回 の 会 議 で は、 テ ク ニ カ ル ツ ア ー と し て

どを用いて、将来予想される雪氷気候値を推定する手

WESTCHESTER LAGOON（ダムの出口が鮭の遡上

法を紹介しました。加えて、この手法を代表地点に適

の障害となっていたため魚道により解決した現場）、
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TAKU LAKE RAIN GARDEN（湖から流出する降雨
を緑地で受け止めるための施設）、V-SWALE SNOW
D ISP O S A L （ 郊 外 部 に あ る 堆 雪 場 ）、 R U S SIAN
JACK SPRINGS PARK（多孔質なアスファルト舗装
による融雪水の排水システム）の４箇所を見学しまし
た。環境に配慮したアラスカ州の土木施設の現状を垣
間見ることができました。

写真－５
写真－４

多孔質なアスファルト舗装による融雪水の
排水システム

現地のラウンドアバウトの様子

７．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

６．ラウンドアバウトの現地視察

題や技術開発に関する貴重な情報を得る良い機会とな
会議の参加に合わせて、アンカレッジ市内にあるラウ

りました。これらを今後の研究活動に活かし、我が国

ンドアバウトを視察する機会を得ました。場所はハイ

の地域条件を踏まえた、より安全で快適な冬期道路や

ウェイ
（自専道）
と一般道との交差部にあり、ハイウェ

気候変動の影響評価に関する研究に取り組んでいく所

イを挟んで２つのラウンドアバウトが設置されていま

存です。開催地のアラスカ州では、気候変動の影響に

す
（写真－５）
。州外のドライバーもこの交差点形式に

より永久凍土が融解している地域があること、東日本

慣れている様子で、交通量が多く（推定

約2.5万台 /

大震災で太平洋へ流された漂流物が海岸に打ち上げら

日）、環道が２車線あるにもかかわらず、環道への流

れ、現在撤去作業を実施しているとのことでした。ま

入時の停止時間も短く、スムーズにラウンドアバウト

た、この地域は地震が多く、1964年３月28日に発生し

を利用している様子を観察することができました。

た大地震に対する記憶が風化しないような施設がアン
カレッジ市内で見られました。
次回は、2016年に韓国・仁川市で開催される予定で
す。
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七澤

馨＊

寒地土木研究所
特別研究監
技術士（建設）

原田

高橋

尚人＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
総括主任研究員
博士（工学）
技術士（建設・総合）

佐藤

厚子＊＊＊

影山

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地地盤チーム
主任研究員
博士
（工学）
技術士
（建設・総合）

裕幸＊＊＊＊

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

裕介＊＊＊＊＊

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（農学）
技術士（建設）
気象予報士
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