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寒地土木研究所寒地技術推進室では、技術者だけでなく、普段土木に馴染みのない一般の方
にも当研究所の活動内容を広く知ってもらうために施設見学に応じており、ホームページや電
話等で随時受付を行っている。本論文では、一般の方に寒冷地土木に対して親しみを持っても
らうための、また、高校生や大学生にとって進路選択の参考としてもらうための工夫など、寒
地技術推進室で行われている施設見学の対応について報告する。
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1. はじめに

2. 施設見学の流れ

国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（以下、
寒地土研）は、我が国唯一の寒冷地土木の研究機関とし
て研究開発を行うとともに、技術指導や研究成果の普及
活動を行うことによって、北海道をはじめ我が国の積雪
寒冷地域における土木技術の向上や社会資本の良質化に
資することを目的としている。
寒地土研寒地技術推進室（以下、推進室）では「技術
者交流フォーラム」や「新技術セミナー」など、行政機
関や建設業者、コンサルタントといった建設業界向けに
種々のイベントを行っているが、一方で、普段土木に馴
染みのない人たちに対しても寒地土研の施設見学の受け
入れを行っており、高齢者から学生まで、一般の方から
技術者まで、道内から道外もしくは海外から、様々な方
が訪れている。
推進室では広報活動の一環として見学者への対応を行
っており、特に、土木に馴染みのない一般の方に対して
いかに土木が生活に直結しているかをPRするとともに、
高校生や大学生には今後のモチベーションとなるよう土
木の大切さや面白さを伝えている。本稿ではその活動内
容を報告するとともに、今後の施設見学のあり方につい
て検討する。

(1) 施設見学の申込み
寒地土研の施設見学申込みは、推進室のホームページ
から１）メールフォームにて直接送信する、または２）
申込用紙をダウンロードし、必要事項を記載したうえで
FAX等で送信する、３）電話にて直接問い合わせる、と
いった方法で申し込むことができる。（図-１参照）
申込みフォームには１）見学団体名、２）見学代表者
連絡先（氏名、メールアドレス、電話番号）、３）見学
希望日時、４）見学を希望する研究チーム（以下、チー
ム）・施設、５）見学希望人数、６）具体的な要望等、
を記載し、推進室に送信することで、推進室担当者によ
って受理される。
なお、「施設見学を希望したいが具体的にどのような
施設があるのかわからない」という団体に対しては、事
前に団体代表者と打合せすることもある。

写真-１ 施設見学の様子
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(2) 日程・研究チームとの調整
見学希望者から申込みが来たとしても、必ずしも要望
通りになるとは限らない。例えば希望日時について、既

図-1 インターネットによる見学申込
（推進室ホームページより）

に別な団体の見学が入っている場合や講義会場に空きが
ない場合などは対応が難しくなるため、第二希望、第三
希望を確認したうえでスケジュールを再調整する。
また、見学希望者が希望チームを指定したものの、チ
ーム側の都合がつかなかった場合、別のチームを再指定
してもらうか、またはどうしてもそのチームを指定した
い場合は、日程の再調整という形で応じている。
(3) 施設見学当日の流れ
施設見学の流れは以下のように行われる。
・寒地土研の概要についての説明（以下、概要説明）
（座学・約20分）
・実験施設の案内・説明
（現地見学・1箇所につき約20分、3～4箇所）
・全体的な質疑応答・アンケート（約10分）
見学者側の要望によっては概要説明以外に1テーマ座
学を設けるケースもある。
(4) 主な実験施設
本稿では見学頻度の高い施設について紹介する。
a) 輪荷重走行試験機（寒地構造チーム）（写真-2）
道路橋の上を大型車が走行する状態を再現する装置で、
道路床板を模した供試体に交通輪荷重を繰り返しかけ、
床板が疲労によって損傷劣化する具合を計測する。
b) 遠心力載荷装置（寒地地盤チーム）（写真-3）
遠心力を利用して小型模型などに実物と同じ自重を発
生させ、応力分布や変形、破壊のメカニズムなどを実験
的に調査する装置。試験時に供試体は真横を向く。
c) 凍結融解試験室（耐寒材料チーム）（写真-4）
コンクリート供試体に繰り返し凍結融解作用を与える

ことで、供試体の凍害劣化具合を測定する。
d) ランブルストリップスおよびワイヤロープ式防護柵
（寒地交通チーム）（写真-5）
車線逸脱、正面衝突事故対策の設備であり、ランブル
ストリップスは車線逸脱時に音や振動でドライバーに注
意を促すものであり、ワイヤロープ式防護柵はポールと
ワイヤロープによって物理的に車線逸脱を防ぐ。
e) 高速循環水路（寒地河川チーム）（写真-6）
ポンプアップ形式により水路内に高速水流を絶え間な
く流すことができる。流量や流速を調整することで、洪
水流の再現や砂州の形成など、様々な水理実験を行うこ
とができる。
f) 大型平面造波水槽（寒冷沿岸域チーム）（写真-7）
水槽内に実験用の波を発生させる装置で、波浪や津波
を三次元的に再現させることができる。造波板と呼ばれ
る壁を動かすことで、水槽内に高波や津波の性質を持っ
た波が発生する。

3. 施設見学者の属性
平成28年度、29年度の施設見学に訪れた団体数および
人数を表-1に示す。見学者の属性は行政機関や研究機関、
民間企業、学生など多岐にわたり、その見学目的は大き
く4つに分類することができる。
(1) 技術視察
技術視察として施設見学に訪れるのは主に行政、地方
自治体の議会、研究機関、民間企業であり、大学の研究
生がゼミ室単位で訪れるケースもある。彼らは北海道外
の、特に冬期に降雪や寒冷となる地域から来ることが多

写真-2 輪荷重走行試験機

写真-3 遠心力載荷装置

写真-4 凍結融解試験室

写真-5 ランブルストリップス
およびワイヤロープ式防護柵

写真-6 高速循環水路

写真-7 大型平面造波水槽
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く、北海道の土木技術についての視察を目的とする傾向
が強い。また、海外（韓国、中国、極東ロシアなど）か
ら研究機関や民間企業団が訪れることがあり、当国での
社会問題や技術的問題についての助言がニーズとなって
いる。寒地土研が国内外を問わずいかに土木技術や社会
資本の向上、良質化の一助となっているかを示す一例で
ある。
(2) 職員研修
職員研修として訪れるのは、主に道内の行政機関や研
究機関であるが、さらに分類すると大きく若手職員研修
と技術職員研修に分かれる。
前者においては、近隣の研究機関が新人研修の一環と
して見学を行うというケースで、推進室はチームと協力
のうえで、来訪した研究機関の専門分野に対応する内容
（例えば、植物育種系の研究機関に対して寒地土研側は
農業土木）に重きを置いた見学スケジュールを組んでい
る。また、札幌開発建設部内で受け入れているインター
ンシップ生が見学に訪れることもあり、その際に開発局
の若手職員も同行するケースがある。
後者においては、土木とはジャンルの異なる業種（例
えば、運輸関係、情報技術関係など）の技術系行政機関
が多く、それぞれが担当する業務を別視点から見直し、
知識を広げるための一環として寒地土研が施設見学の一
つとして選ばれている。

表-1 平成 28 年度・29 年度 施設見学団体数･人数
団体数

行政（国･地方）
議会（自治体）
研究機関
学会
大学機関
大学生
高校生
小学生
民間企業
民間団体
老人クラブ
取材
計

7
1
1
1
2
4
4
2
3
2
1
1
29

H28年度
見学者数
総計 道内 道外

64
12
9
47
6
153
135
57
50
15
77
1
626

35

海外

29
12
9

47
2
105
87
57

4
48

48
26

24

15
77
423

1
98

105

団体数

4
2
5
1
1
5
2
1
4
1
1
27

H29年度
見学者数
総計 道内 道外

79
19
34
21
9
155
107
57
53
30
36
0
600

67
13
21
115
88
57

海外

12
19
12

9
9
40

19
13

40

63

110

30
36
427

れる。特に老人クラブは概ね60歳以上のメンバーで構成
され、彼らのグループ内部で講義や実習を行うこともあ
るのだが、社会見学イベントの一つとして寒地土研が選
ばれることがある。なお、寒地土研構内の駐車場は札幌
市の桜の名所の一つに数えられており、マスコミ報道を
通して寒地土研の存在（千島桜）に関心を示すケースも
ある。この場合は施設見学を通して寒冷地土木に理解を
深めてもらうとともに、桜の観賞を楽しんでもらう時間
も設けている。

4 施設見学当日における推進室の取組みと改善

(1) 従来（平成28年度まで）の対応
推進室における役割は概要説明と実験施設案内に留ま
っており、実験施設の説明は該当するチーム研究員が行
っていた。また、概要説明に使われるパワーポイント資
(3) 課外授業
料は１種類に統一されており、説明の仕方は見学者の属
主に大学生、高校生、小学生が課外授業の一環として
性（以下、見学者層）によって話し方を変える程度に留
訪れ、いずれも40名以上の大人数で訪れることが多い。
まっていた。なお、概要説明の内容は１）寒地土研の歴
大学生の見学は１年生や２年生が多く、分野はいずれ
史、２）研究目標、３）実験施設、４）北海道の特性、
も工学系である。学生たちが専門分野を学び始めて間も
５）各チームの研究内容、である。
ないことから、大学側としては普段講義では見られない
ところがアンケート結果（後述で詳しく説明する）か
施設を見せること、集団行動を機に学生同士の繋がりを
ら、土木を専門としていない、もしくは携わって間もな
広げるきっかけの「イベント」として施設見学を企画し
い方々（主に高校生、大学生、高齢者）から「難しい」
ており、その中で土木工学の研究機関として寒地土研が
という意見が散見された。この結果については以下の理
選ばれている。
由が考えられる。
高校生の見学者は大きく札幌市内と道外に分かれる。
・専門用語が多用された概要説明資料を使っている
札幌市内の場合、地元の工業高校１年生が課外授業の一
・１種類の資料だけで様々な見学者層に分かり易く伝え
環として寒地土研の施設見学に訪れており、本格的な専
るためには高度な技術が必要である
門の授業に入る前に見学を通して土木工学の概要・役割
・実験施設の説明もまた、見学者層によっては高度で専
を知ってもらうことを目的としている。道外の場合、修
門的な説明よりも、基礎的な説明の方が伝わり易いケ
学旅行の行き先の一つとして寒地土研が選ばれることが
ースもある
あり、中にはリピーターとして毎年来訪する高校もある。
これらの反省点を踏まえ、翌年度より見学者層に合っ
小学生の場合、寒地土研に来訪するのは近所の学校で
た対応を試みることとした。
あり、理科の授業の一環として寒地土研の装置を使って
実験を行っている。自由研究活動を行っているクラブが
(2) 対応改善の試み
助言を求めて来訪するケースもあった。
平成29年度から推進室では大きく二つの試みを行って
(4) 生涯学習
主に老人クラブや町内会が、生涯学習の一環として訪
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いる。一つは見学者層によっては実験施設の説明も推進
室担当者が行うこと、もう一つは多くの見学者層により
分かり易い説明ができるよう概要説明の資料を複数種用

意することである。
a) 実験施設の説明担当
実験施設の説明については上記の反省点に加えて、チ
ームの負担軽減を考慮してのことでもある。高度な専門
性を求める見学者層に対してはチームの協力は欠かせな
いが、基礎的な説明の方が伝わりやすい見学者層に対し
ては推進室担当者が説明する形になる。
b) 概要説明資料のパターン化
概要説明資料は3種類用意し、見学者層によって使い
分けることとなる。
・視察・研修者用（図-2）：内容は平成28年度版とほぼ
変わらないが、文字数や専門用語を極力減らし、構成
も見やすいようマイナーチェンジしてある。
・一般・高校生用（図-3）：「生活と土木との関わり」
を知ってもらうため、概要説明資料はなるべく難しい
内容を詰め込まず、写真やポンチ絵を多用した「視覚
に訴える」ことを重視している。内容は１）日本（北
海道）の土木における課題、２）研究目標、３）各チ
ームの研究内容、である。
・大学生用（図-4）：この資料は上記2つの資料と主旨
が異なり、中期目標である１）安全・安心な社会の実
現、２）社会資本の戦略的な維持管理･更新、３）持
続可能で活力ある社会の実現、の背景についての説明
と、それに関する研究について述べている。特に大学
１年生や２年生は専門分野を学び始めて間もないこと
から、「土木工学の社会的意義」について意識しても
らう狙いがある。
(3) 改善後（平成29年度以降）の対応
平成29年度に入り二つの試みを行った結果、それまで
画一的だった施設見学における対応は大きく3タイプに
なった。
a) 技術視察・職員研修
技術視察・職員研修の目的で来る見学者層は専門的な
知識の需要が高いことから、概要説明に関しては従来通
り「視察･研修者用」の資料を使用し、研究施設につい
てはチーム研究員に依頼する形である。つまり概要説明
は専門的な研究施設説明の「導入部」という位置づけと
なる。
b) 一般・高校生
一般・高校生の見学者層は土木についての専門知識が
少ないことから、概要説明は「一般･高校生用」を用い、
研究施設についてもなるべく推進室担当者が説明を行っ
ている。一般の人に「土木とは何か」を簡易に知っても
らい、それを広めてもらうことが目標である。
c) 大学生
大学１年生や２年生は専門分野の入門者であることか
ら、概要説明は「大学生用」を用い、研究施設の説明に
ついては、見学人数や大学側の要望次第ではチームに依
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図-2 視察・研修者用の概要説明資料（一例）

図-3 一般・高校生用の概要説明資料（一例）

図-4 大学生用の概要説明資料（一例）
頼することもある。見学人数が多いと2～3班に分ける必
要があり、推進室担当者は班の引率に回ってしまうため
に説明をチーム研究員に依頼することになる。ただし、
1班で対応できる人数であれば、推進室担当者が研究施
設について案内と説明を行うことも可能である。大学生
には土木に興味を持ってもらい、将来土木分野に意識を
向けてもらうことが目標である。そのため、土木の社会
的意識を強調した説明を行った。

5. アンケート結果
施設見学において見学者人数が概ね5人を超える場合、
業務改善の参考とするためにアンケートを行っている。
アンケートの項目は、概要説明およびそれぞれの見学箇
所についての１）説明の分かり易さ、２）説明内容は役
に立つか、３）説明時間の感じた長さ、最後に４）自由
記載欄という構成になっている（図-5参照）。
(1) 概要説明のアンケート結果
概要説明についてのアンケート結果を図-6に示す。な
お、本稿で扱う項目は前述の１）、２）とし、３）につ
いては省略する。図の左側が平成28年度（改善前）で、
右側が平成29年度（改善後）である。
全体的に見ると、「説明の分かり易さ」については対
応改善の効果は現れており、特に高齢者の場合「わかり
やすい」と回答した割合が55％増加し、「やや難しい」
が35％減、「何ともいえない」、「難しい」の回答は見
受けられなかった。高校生や大学生の場合も「分かりや
すい」と回答した割合は10～20％増加し、「やや難し
い」、「難しい」の回答が半減している。
一方で、視察・研修についてはあまり大きな変化は見
られなかったが、この見学者層に対しては従前から対応
を大きく変えていないことが要因として考えられる。ま
とめると、改善前の対応は技術者層には伝わっていたが、
学生を含む一般の方に伝わっていなかったということに
なる。
「説明の分かり易さ」と「説明内容は役に立つか」の
関係について全体的な傾向を見ると、見学者にとって説
明が分かり易いほど「すぐ役に立つ」、「いずれ役に立
つ」の回答割合が増え、逆に説明が難しく感じられるほ
ど「何ともいえない」、「役に立たない」の回答も見受
けられるようになり、評価は厳しくなる傾向にある。
このことから、いかに相手に分かり易く伝える工夫が重
要であるかがわかる。
なお、平成29年度の視察・研修においては、説明の分
かり易さに反して「何ともいえない」、「役に立たな
い」という回答が著しく目立ったが、この年は土木とは
ジャンルの異なる業種が多数訪問したことが影響したと
考えられる。また、大学生についても「説明の分かり易
さ」ともに「いずれ役に立つ」の回答も増加したが、概
要説明の内容が「土木工学の社会的意義」という抽象的
な内容が中心になっていることが要因と考えられる。
(2) 実験施設見学のアンケート結果
実験施設の説明に関しては多くのチーム研究員に依頼
しているため、個々の見学箇所についての特質はあるが、
チーム研究員の説明については見学箇所全てをトータル
した値から考察する。
平成28年度は延べ71箇所全てにおいてチームが説明し
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図-5 アンケート用紙（記載欄のみ抜粋）

図-6 概要説明アンケート結果
上より視察･研修、大学生、高校生、高齢者
左：H28 年度（改善前）、右：H29 年度（改善後）
内円：説明の分かり易さ、外円：内容は役に立つか
ていたが、平成29年度はチームが46箇所（主に視察・研
修目的、大学生が対象）、推進室が39箇所（高校生、高
齢者が対象）と対象によって分担して説明を行い、その
結果を図-7に示す。
視察・研修・大学生の場合、同じ態勢を踏襲している

図-7 実験施設見学アンケート結果
左：H28年度、右：H29年度
上段：視察･研修・大学生層での比較、
下段：高校生･高齢者層での比較
内円：説明の分かり易さ、外円：内容は役に立つか

ため大きな変化はみられず、「分かりやすい」の回答が
70％と高水準を維持していた。一方で高校生･高齢者の
場合、平成28年度は「分かりやすい」の回答が50％にと
どまり、逆に「難しい」の回答が10％だったが、平成29
年度は「分かりやすい」の回答が約30％増加した。見学
者層によって説明担当を分担した効果は現れているとい
える。
(3) 自由記載欄のコメント
平成28～29年度にアンケートを行った総対象621名の
うち、387名から自由記載欄の記述があったが、記述内
容を吟味してみると、見学者層毎に傾向が異なることが
分かった。
a) 技術視察・職員研修（n=38）
全体的には「勉強になる」、異業種からは「いつもと
違う視点で見られた」という意見が多かったが、一方で
「実験もしくは動画のような動いているものが見たかっ
た」、「もっと広報すべきである」といった今後の施設
見学の課題となる意見もいただいた。
b) 大学生（n=118）
全体的には「内容が興味深い･面白い」、「勉強にな
る･今後役立つ」、「今後のモチベーションになる」の
意見が多かった。
また、平成28年度は「専門用語が多く分かりづらい」
という意見も散見されたが、29年度はそうした意見はほ
ぼ無くなっており、対応の改善効果が現れているといえ
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る。
c) 高校生（n=168）
全体的には「勉強になる･今後役立つ」、「今後のモ
チベーションになる」という意見が多く、次いで「内
容が興味深い･面白い」、「生活が土木に支えられてい
る」という意見が多かった。
また、北海道外から研修旅行として訪れた高校からは
「北海道と本州との違いについて分かった」という意見
が多かった。これは学校側の要望に応え、いつもの施設
見学の流れに加えて寒冷地特有の課題を交えた「北海道
の土木」という座学を設けたためである。
d) 高齢者（n=63）
全体的には「生活が土木に支えられている」、「勉強
になる」という意見が多く、加えて研究担当者に感謝の
意を示す意見が多かった。平成28年度は「子供に話すよ
うに分かりやすく話してほしい」、「高齢者にとって聞
きづらい」という意見が散見されたが、平成29年度には
そうした意見は見られなかった。

6. 今後に向けて
現在、一般の方が寒地土研を知る機会といえば春の
「構内の千島桜一般開放」か7月に行われる「一般公
開」が主であり、建設業界向けに種々のイベントを行っ
ているのに対して、施設見学は「見学申込み」を通して
行う形を取っているため、一般の方にはあまり広く知ら
れていないのが現状である。そのため、今後は広報活動
の活発化が課題となる。
また、アンケート結果から「実験もしくは動画のよう
な動いているものが見たかった」という意見も多かった
が、施設見学時に実験施設が稼働していない場合もあり、
必ずしも見学者の要望に応えることができないのが現状
である。ただ、実験中の様子を予め動画として撮影して
おくことで、見学者の要望に応えるという方法なども検
討していきたい。
近年、インターネットやSNSの発達によって見学者個
人のブログから寒地土研が紹介されるケースも実際にあ
り、また、施設見学に来た団体の中にもリピーターとし
て定期的に訪れ交流を深める団体が現れ始めている。施
設見学を行う側としてもより親切・丁寧な対応の必要性
に迫られていることから、今後もより満足度の高い施設
見学のあり方を追求するとともに、一般の方に土木の重
要性を広めていきたいと考えている。
謝辞：施設見学に当たり、研究施設の説明に協力してい
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