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３．発表について

１．はじめに
2019年6月17日から19日までの期間、フィンランド

３．１

発表の概要

共和国のオウル市で第12回寒地開発に関する国際シ

今回のISCORDでは、5件の基調講演と、一般の論

ンポジウム（12th International Symposium on Cold

文発表として45件の口頭発表および16件のポスター発

Regions Development: ISCORD）が開催されました。

表が行われました（写真－2）。基調講演を含めた発表

寒地土木研究所から著者らが参加し、発表する機会を

者の所属機関の国別発表件数は、開催国のフィンラン

得ましたので、以下に概要を報告します。

ドが15件、日本から22件、アメリカから6件、デンマ
ークから5件、韓国とロシアから各3件、中国、オース
トラリア、カナダ、カザフスタン、イギリスから各2件、

２．ISCORDについて

アイスランド、ニュージーランドから各1件でした。
ISCORDは、1983年以降、2回目を除いて3年に一
度開催されており、積雪寒冷地の様々な問題につい

以下では、寒地土木研究所からの発表と各国からの
主な発表内容について紹介します。

て議論が行われる会議です。今回のISCORDは、フ
ィンランド土木学会（Finnish Association of Civil
Engineers RIL）、オウル大学（University of Oulu）、

３．２

寒地土木研究所からの発表

寒地土木研究所からは、10件の発表を行いました。

国際寒地開発研究協会（International Association for

口頭発表では、寒地交通チームの徳永主任研究員が「凍

Cold Region Development Studies: IACORDS）の主

結防止剤散布作業判断・操作支援ツールが作業員の

催により、フィンランドでは、2007年以来4回目の

パフォーマンスにもたらす効果に関する研究（Study

開催となりました。「寒冷地における持続可能な資

on effects of salt spreading decision and operation

源管理（Sustainable resources management in cold

support tools on operator performance）」について紹

regions）」が今回のメインテーマで、13カ国から78名

介しました（写真－3）。この発表では、凍結防止剤散

が参加しました（写真－1）
。

布作業において作業員の作業経験や熟練度に左右され
ず、かつ一人乗車体制でも安全で確実な凍結防止剤散

写真－1
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ISCORD2019の参加者

写真－2

発表会場の様子（発表者は岩田研究員）
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写真－3

徳永主任研究員による口頭発表の様子

写真－4

齊田研究員による口頭発表の様子

写真－5

新保研究員による口頭発表の様子

布作業を可能とする支援技術の提案を目指すため、被
験者実験においてオペの路面状態の認知・判断および
散布装置の操作状況を計測し、散布判断支援ツールお
よび散布操作支援ツールが作業員の心理状態および挙
動にもたらす効果について紹介しました。質疑応答で
は、当該研究には民間会社は加わっているのかという
質問がありました。発表者は、当研究所が単独で進め
ている研究ではあるが、今後民間会社からの技術相談
等において技術指導等を行うことを考えていると回答
しました。
同チームの齊田研究員は「スマートフォンを用
いた冬期転倒危険度評価に関する研究（A study
on evaluation method of fall over risk in winter
walkway using smartphones）」について紹介しまし

地地盤チームの研究と関係の深い論文が報告されてお

た（写真－4）
。この発表では、スマートフォン搭載加

り、研究について情報共有することができました。

速度センサを用いて雪氷路面歩行時の挙動を計測する

続いて、寒地機械技術チームの新保研究員は、「視

ことで、スリップや転倒、路面状態の悪化を検出でき

程障害時におけるミリ波レーダによる除雪車周囲探

る可能性があることを紹介しました。また、質疑応答

知技術に関する基礎実験（Basic experiment related

では道路利用者への歩行挙動計測アプリケーションお

to technology to detect surroundings of a snowplow

よび転倒危険箇所情報の提供可能性や動画撮影による

using a millimeter-wave radar device under visibility

路面状態判別の可能性について質問があり、説明を行

hindrance）」について発表を行い（写真－5）、気象の

いました。

影響を受けにくいミリ波レーダ（76GHz帯）を用いて

また、寒地地盤チームの佐藤主任研究員は「寒冷地

実際の吹雪時に車両の検出実験を行った結果を紹介

での植生基盤材によるのり面の凍上抑制効果（Effect

し、目視による視程が50m程度の吹雪時でも70m先の

of frost-heaving depression on slope surfaces by

車両の探知が可能であったことを説明しました。質疑

vegetation base of material in cold region）」を報告

応答では、当該研究に取り組む背景として、視程障害

しました。寒冷地ののり面が凍上により被災する事例

に伴う除雪車の衝突事故の発生件数について質問があ

の対策として植生基盤材の断熱効果に着目した施工

り、衝突事故よりも吹雪による道路の通行止め件数が

例を紹介したものです。このような対策が海外で適

増加傾向にあるため、道路交通の早期解放を目的とし

用された例がほとんどないことから、施工の詳細に

た研究である旨を回答しました。

関する質問がありました。発表を行った「インフラ

地域景観チームの岩田研究員は「寒冷地域の電線

（Infrastructure）」のセッションでは、高炉スラグや

類の浅層埋設実現に向けた課題と技術開発（Tasks

ボトムアッシュなどの発生材を有効利用する方法やフ

and technical developments toward the shallow

ィンランドにおける凍上を考慮した道路設計など、寒

undergrounding of utility lines in cold regions）」と題
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して、寒冷地における浅層埋設手法導入に向けたケー

meteorological elements）」と題して発表を行いまし

ブル凍結実験の結果を紹介し、その導入の可能性につ

た。本研究は、無降雪時における地吹雪の発生有無を

いて考察を紹介しました（写真－2）。その後の質疑応

正確に把握することを目的としたものであり、現況の

答において、参加者からフィンランドでは冬期の暴風

気象条件（気温、風速など）に加え、気象履歴（降雪

雪による架空線の被害を防ぐことが電線類地中化を進

終了からの経過時間や積算日射量など）を考慮に入れ

める理由の一つになっていることなどが紹介され、日

た統計解析の結果について示しました。参加者から

本における地中化を推進する理由について意見を交わ

は、北海道以外の積雪寒冷地での適用可能性や、本成

しました。

果の使用目的についての質問があり、現在雪氷チーム

ポスター発表（写真－6）では、寒地機械技術チー

が提供している「吹雪の視界情報」の計算アルゴリズ

ムの牧野総括主任研究員が「都市部歩道の機械施工

ムの精度向上の検討に繋がるものであることを説明し

による雪氷路面処理技術（A snow and ice surface

ました。

processing technique using machine for urban

同 じ く 雪 氷 チ ー ム の 櫻 井 研 究 員 は 「 道 路構造物

sidewalks）」について発表を行いました。不陸のある

に利用される亜鉛めっき鋼板へのフェムト秒レー

すべりやすい冬期歩道の処理技術として試作した雪氷

ザーによる撥水性付与技術（Femtosecond laser-

路面処理装置の概要、各部の改良状況、氷板路面や現

induced hydrophobic surfaces on galvanized steels

道歩道での試験状況について説明しました。参加者か

for infrastructures）」について発表しました。道路付

ら、フィンランドでもすべりによるけがに伴う治療や

属施設等に着雪しにくい材料を開発することを目的と

休暇が大きな経済的損失を引き起こしており、歩道の

して、亜鉛めっき鋼板に超短パルスレーザーを照射す

すべりやすさの予測に取り組んでいるとのコメントが

ると、撥水性が付与されることを説明しました。自浄

ありました。

機能として期待される撥水塗料など様々な技術がある

雪氷チームの高橋上席研究員は「インターネットに

なかで、金属そのものに撥水性が付与されたことは興

よる吹雪時の視程予測提供実験について（Experiment

味深い、また耐久性については今後の課題であろう、

on provision of visibility prediction on the internet

というコメントがありました。

during blowing snow）」と題して発表を行い、視程予

最 後 に 、 雪 氷 チ ー ム の 松 下 主 任 研 究 員 は「指数

測情報の活用者の約8割が出発時刻の変更や出発の取

分布を用いた降雪イベントの頻度に関する評価

りやめなどの具体的な行動変更を行っていることを説

（Evaluation of frequency of snowfall events using

明しました（写真－7）。参加者から、高い効果を挙げ

exponential function）」と題して発表を行い、降雪イ

ている良いシステムだ、とのコメントや予測情報の作

ベントの降雪深の発生頻度を、簡便に推定する手法に

成方法に関する質問などがあり、説明を行いました。

ついて提案を行いました。この手法は、統計学的な確

同チームの大宮研究員は「複数の気象要素を

率分布を用いずに単回帰分析のみによって簡便に発生

用いた吹雪発生条件の推定（Estimation of the

頻度を評価するもので、参加者からは、この手法の他

occurrence conditions of blowing snow using multiple

地域への適応性や得られた推定式の地域性、他の現象

写真－6
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ポスター発表会場の様子

写真－7

高橋上席研究員による発表の様子
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への応用や既往研究などについて質問があり、地域性

ついて発表がありました。冬期道路管理において、定

については現在解析を進めていることなどを説明しま

点気象情報だけでなく車両からの情報が重要であり、

した。

包括的に道路管理をするシステムの構築が必要である
と発表されました。

３．３

各国からの主な発表

また、「雪氷に関する特集（Special issues – snow

基調講演では、英国南極観測局（British Antarctic

and ice）」のセッションでは、フィンランド気象研究

Survey）のAndrew Clark博士（Emeritus Fellow）

所（Finnish Meteorological Institute：FMI）のMarjo

による「温暖な地球における極域の動植物（Polar

Hippi氏からフィンランドにおける冬期転倒負傷者の

animals and plants in a warming world）」に関する

発生状況と天候の関係について発表がありました。同

講演がありました。質疑では、地球温暖化による動植

発表では、フィンランドにおいては冬期に転倒負傷者

物への影響において、「最も危惧すべきことは何か」

数が著しく増加すること、気温が一時的に0℃以上と

と質問があり、Andrew Clark博士は、「海水面上昇

なり凍結路面上に水膜が発生しやすい条件下で転倒が

による生活空間への影響ではないか」と見解を述べ

多発することが報告されました。加えて、FMIではフ

られました。基調講演は他に、オウル大学のKhaled

ィンランド全域を対象として熱収支モデルを用いた歩

Abass教授から「気候変動における人の健康（Human

道の路面状態予測を行っており、テレビ等を通じて転

health in the changing climate）」、韓国仁川大学校

倒危険度に関する情報提供を行っていることが紹介さ

のEun Chul Shin教授から「沿岸建設における持続可

れました。

能な資源利用（Sustainable resource use in coastal

その他、発表内容の要旨や論文は、ISCORD2019

construction）」、アラスカ大学のHannele K. Zubeck

ホームページ「https://www.ril.fi/en/events/

教授から「北極工学における挑戦（Challengies in

iscord-2019.html（2019年7月5日閲覧）」にて入手可能

Arctic Engineering）」、オウル大学のEva Pongrácz

です。

教授から「北極圏海洋の持続可能性（Arctic marine
sustainability: A wicked problem）」と題する講演が

４．おわりに

あり、気候変動による人の健康や持続可能な資源管理
およびインフラ建設など、気候変動に伴う様々な分野

ISCORDへの参加により、各国の積雪寒冷地におけ

における課題や今後の見通し、技術的な挑戦などにつ

る土木技術に関する課題や技術開発の取り組みなど貴

いて説明がありました。

重な情報を得ることができました。また、寒地土木研

一般の論文発表では、「寒冷地における交通安全

究所で行っている調査結果や取り組みについて、海外

（Traffic safety in cold regions）」のセッションにお

の研究者や技術者と議論する良い機会となりました。

いて、フィンランドVTT技術研究センター（VTT

これらの知見と経験を今後の寒地土木研究所における

Technical Research Centre of Finland）のToni

調査や研究に活かしていきます。

Lusikka氏から、自動車道路気象情報システムのビジ
ネスエコシステム分析（Business ecosystem analysis

次回のISCORDは、2022年8月8日から11日にかけて
中国のハルビン市で開催される予定です。

of a vehicular road weather information system）に
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