研究所ニュース

第64回（令和２年度）北海道開発技術研究発表会優秀論文表彰式が行われました
寒地技術推進室

第64回（令和2年度）北海道開発技術研究発表会優

寒地土木研究所で実施した表彰式においては、谷村

秀論文表彰式が、令和3年7月27日（火）に 寒地土木

寒地土木研究所長は、以下の様に述べ、受賞論文の代

研究所講堂にて行われました。新型コロナウイルスの

表者へ賞状を授与しました。

感染拡大防止の観点から、一堂に会する方法ではな

現在土木研究所では令和3年度を最終年とする第4期

く、北海道開発局・各開発建設部及び寒地土木研究所

中長期計画に基づき研究開発に取り組んでおり、「安

にそれぞれ分かれて開催されました。

全・安心な社会の実現」「社会資本の戦略的な維持管

北海道開発技術研究発表会は、北海道開発事業に係

理・更新」「持続可能で活力ある社会の実現」に貢献

る諸問題に関する調査や研究等の成果を発表し、技術

するための研究開発等に重点的・集中的に取り組んで

等の向上とその普及を図ることを目的に開催されてい

います。これらを実現していくためには、積雪寒冷環

ます。新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮して

境にある北海道の社会資本整備の諸問題に対する技術

の、学習プログラムごとの事前申し込みによる、ウエ

開発・研究が不可欠です。これからも積極的に技術の

ブ配信形式による発表で、令和3年2月15日から19日の

研鑽、習得に取り組んでいただき、研究成果を上げる

5日間にわたり開催され、約710名の参加がありました。

のがゴールではなく、実際に成果が使われ、より多く

自由課題6カテゴリー（「地域」、「産業」、「環境」、

の地域で研究成果が活用されるよう技術開発に取り組

「防災」、「管理」、「推進」）で合計185編の発表が

み、地域社会の発展・課題解決に貢献していただくこ

あって、そのうち寒地土木研究所からは62編の発表が

とを祈念します。

行われました。

なお、上記の寒地土木研究所長賞は、北海道開発事

今回の表彰では、北海道開発局長賞10編、同奨励賞

業や積雪寒冷地の土木技術に係る諸問題の解決に資す

22編、寒地土木研究所長賞8編、北海道開発協会長賞8

る先駆的な研究として評価の高い研究論文の発表者に

編、同奨励賞16編が選ばれ、そのうち、寒地土木研究

対し授与しています。

所では、北海道開発局長奨励賞8編、寒地土木研究所

今後も北海道開発事業に係わる技術的課題解決への

長賞7編、北海道開発協会長賞2編、同奨励賞5編を受

取り組みを通し、寒冷地土木技術の研究、開発に進

賞しました。

み、北海道開発事業の推進に貢献していくことが期待
されています。

（文責：大野

修）

寒地土木研究所の受賞論文代表者
受賞論文代表者への賞状授与
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䝁䝻䝘⚝䛻䛚䛡䜛ᾏ㐨ෆ䛾㐨㊰㏻≧ἣ䛻䛴䛔䛶
䠉⾜ືኚᐜ䛾せㄳ䛸㐨㊰㏻≧ἣ䛾ኚ䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚䜎䛸䜑䠉
ᾏ㐨᪂ᖿ⥺䛸㧗㏿䝞䝇䛜┤⤖䛩䜛䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶
䠉䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹䛾ㅖඖỴᐃ䛻ྥ䛡䛯㉮⾜ᐇ㦂䠉

ᘓタ㒊䚷㐨㊰ィ⏬ㄢ
䝟䝅䝣䜱䝑䜽䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝒䠄ᰴ䠅
ᘓタ㒊䚷㐨㊰ィ⏬ㄢ
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷㒔ᕷᅪ㐨㊰ィ⏬ㄢ
ᰴᘧ♫䝗䞊䝁䞁䚷㏻ᴗᮏ㒊䚷㏻㒊
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌ᐮᆅ㏻䝏䞊䝮

䝽䜲䝲䝻䞊䝥ᘧ㜵ㆤᰙ䛾ᛶ⬟ྥୖ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶

᩿⇕ᕤἲ䜢⏝䛔䛯᪤タ䜰䝇䝣䜯䝹䝖⯒䛾䝁䞁䜽䝸䞊䝖⯒䜈䛾ᡴ䛘

䜴䝖䝻⁺

⁺

▱ᗋᓁᆅ༊䛻䛚䛡䜛㻙㻠㻚㻜㼙ᓊቨ䛾タィ䞉ᕤ䛻䛴䛔䛶

⁺ሙᩚഛᴗ䛻䛚䛡䜛⾨⏕⟶⌮ᑐ⟇䛜㨶౯ྥୖ䛻䛘䜛ຠᯝ

㞴㢼㓟ᛶ◲㓟ሷᅵተ䜈䛾୰⥳ᕤἲ㐺⏝䛾᳨ウ
䠉᳜⏕ᒙ䛾ಖᣢ䛻ྥ䛡䛯ヨ㦂ᕤ䠉
ᅜႠ㎰ᆅ⦅ᩚഛᴗ䛂༡㛗ᆅ༊䛃䛻䛚䛡䜛ᴗຠᯝ䛾Ⓨ⌧≧ἣ䛸ᆅᇦႠ㎰䛾ኚ䛻䛴
䛔䛶
⥙㉮ᕝ୰ኸᆅ༊䛻䛚䛡䜛⏿ᆅ䛛䜣䛜䛔タ䛾タィ䛻䛴䛔䛶
䠉㧗ᅽ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䛾タィ䠉
」ᩘ䛾Ỉ⌮䝴䝙䝑䝖䜢ཷ䛡ᣢ䛴ศỈᕤ䛾タィᵓ䛻䛴䛔䛶

䛆ᾏ㐨㛤Ⓨ༠㛗㈹ཷ㈹ㄽᩥ䞉ཷ㈹⪅䛇
ㄽᩥྡ
⁺ᕝ䛻䛚䛡䜛Ἑ㐨᥀๐ᚋ䛾㨶㢮䛻䜘䜛⏝≧ἣ䛾ኚ䛻䛴䛔䛶
タ⨨ᆺ䜹䝯䝷䛻䜘䜛ὶ㔞ほ ↓ே
䇷⏬ീฎ⌮ᆺὶ㔞䛻䜘䜛Ỉᩥ⤫ィ㈨ᩱ䛾ᩚྜᛶホ౯䇷
ษᅵ㐨㊰䛻Ⓨ⏕䛩䜛྿䛝䛰䜎䜚䛾᥎ᐃᡭἲ䛻㛵䛩䜛᳨ウ
䠉▼⊁྿㞷ᐇ㦂ሙ䛻䛚䛡䜛ほ ⤖ᯝ䜘䜚䠉
㑹እ㒊䛻䛚䛡䜛㟁⥺䞉㟁ᰕ㢮䛾ᆅ୰ಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ྜ⌮ⓗ䛺タィ䛻䛴䛔䛶
䠉㊰እ䜒ྵ䜑䛯ᇙタ⨨䜔䝭䝙䝬䝮䛺᩿㠃タィ䛾⪃䛘᪉䠉
୍⯡ᅜ㐨䠎䠏䠒ྕኳ㤿⾤㐨䛻䛚䛡䜛ᗈᇦ㐨㊰㞷ᔂ䛻ᑐᛂ䛩䜛⮬ⓗ㐨㊰つไ䛾㐠⏝
ཌᓊ⁺ ⾨⏕⟶⌮ᑐ⟇タ䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶
䠉ᴗᐇ䛻䛒䛯䜚Ⓨ⏕䛧䛯ㄢ㢟䛸ᑐᛂ⟇䠉
⎔ቃಖᆺ䛛䜣䛜䛔Ỉᴗ䛻䛚䛡䜛⫧ᇵタᩚഛ䛻క䛖⮯Ẽ㍍ῶຠᯝ䛻䛴䛔䛶
㻌㐨ኸᅪ㐃⤡㐨㊰䛻䛚䛡䜛㝖㞷᪉㔪䛾ពᛮỴᐃ䝥䝻䝉䝇
䠉㧗㏿㏻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᨭ䛘䜛ព㆑ᨵ㠉䠉
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㗰〇㜵ㆤᰙ༠
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌ᐮᆅ㐨㊰ಖ䝏䞊䝮
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷㐨㊰ᩚഛಖㄢ
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌ᐮᆅ㐨㊰ಖ䝏䞊䝮
⥙㉮㛤Ⓨᘓタ㒊䚷⥙㉮ ‴ົᡤ

ᰴᘧ♫䚷ᘓタᢏ⾡◊✲ᡤ
㎰ᴗỈ⏘㒊䚷Ỉ⏘ㄢ
ᰴᘧ♫䚷ᘓタᢏ⾡◊✲ᡤ
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌㈨※ಖ䝏䞊䝮
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌ᐮᆅ㎰ᴗᇶ┙◊✲䜾䝹䞊䝥
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌㈨※ಖ䝏䞊䝮
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷ᮐᖠ༡㎰ᴗົᡤ

㕥ᮌ䚷ᛂᚨ
㧘ᶫ䚷㈼ྖ
⮻⏣䚷ᓧ᭪
ᰘ⏣䚷ᐶ
㔠Ꮚ䚷ᜨ㐀
㭯㇂䚷Ꮥ୍
ཎ⏣䚷⿱
㧗ᶫ䚷䚷΅
Ḉ䚷ಇග
ᑠᕝ䚷䚷ಟ
㧗ᶫ䚷Ẹ㞝
ᯇᑿ䚷ྖ
⏣䚷ኊ୍㑻
ᮏ⏣䚷༟ᕫ
ཎ䚷䚷䚷㟹
ᶫᮏ䚷䚷⪷
ᕝᑼ㻌䚷ᓧ୕
ูᗓ䚷‽ஓ
㇂䚷㞞ྖ
ୖ㔝䚷༓ⲡ
ᒣ䚷グ⨾㞝
㇂䚷⠜Ⴙ
℩ᑿ䚷ளᕼᏊ
Ỉ㔝䚷ு
ྜྷ⏣䚷䚷ᩗ
ఀ⸨䚷ᘯ
㐲ᆏ䚷ᣅஓ
ᖹ⃝䚷
బ⸨䚷ᫀဢ
బ⸨䚷⩏ᝅ
ୖ㔝䚷༓ⲡ
ἑ䚷┿࿃
ᒣ䚷グ⨾㞝
ᕝཱྀ䚷ᣅஓ
బ䚻ᮌ䚷ᬛஅ
బ䚻ᮌ䚷῟
୰ᅬ䚷
Ⳣཎ䚷ྜྷᾈ
∵ᮌ䚷㈼ྖ
୰㇂䚷ኊ⠊
ᶓ℈䚷ᏹ
⏣୰䚷䚷⛱
Ⳣ䚷䚷ᙬ㡢

ᶫᮏ䚷䚷ㅍ
Ύ㔝䚷ᑦஅ
⏣䚷㞞⚽
㧘㇂䚷ᑗ
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷ᖏᗈ㎰ᴗົᡤ
బ⸨䚷䚷⮳
㓇䚷ኸ
ୖཎ䚷ὒ
䈜ᡤᒓ䛻䛴䛔䛶䛿௧㻟ᖺ㻞᭶Ⅼ䛾䜒䛾䚹
⥙㉮㛤Ⓨᘓタ㒊䚷⥙㉮㎰ᴗົᡤ

ཷ㈹⪅
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷༓ṓᕝἙᕝົᡤ

ୖཎ䚷⋹㡢
ᒣཱྀ䚷ᫀᚿ
㜰ᮏ䚷⚽ᶞ
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌Ἑᕝィ⏬ㄢ
⳥ᆅ䚷ு
㧘ᶫ䚷㈼ྖ
⮻⏣䚷ᓧ᭪
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷㞷ị䝏䞊䝮
Ṋ▱䚷ὒኴ
ᐑ䚷䚷ဴ
ཎ⏣䚷⿱
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷ᆅᇦᬒほ䝏䞊䝮
㒊䚷⿱ḟ
ᒾ⏣䚷ᆂభ
ᯇ⏣䚷Ὀ᫂
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷㐨㊰ᩚഛಖㄢ
ᒣᮏ䚷ెᏹ
ᮧୖ䚷ຬ୍
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷ᗈᑿ㐨㊰ົᡤ
㟷ᮌ䚷༟ஓ
ᔱ㷂䚷ⓡ㍤
㔲㊰㛤Ⓨᘓタ㒊䚷㔲㊰ ‴ົᡤ
㔠ᮏ䚷ᾈஅ
ᒣෆ䚷ᘯ᫂
㛵ᮏ䚷ᖾ୍
㔲㊰㛤Ⓨᘓタ㒊䚷᰿ᐊ㎰ᴗົᡤ
స䚷♸
ᒣᮏ䚷ᗣோ
୰ᮧ䚷㝯୍
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷༓ṓ㐨㊰ົᡤ
୰ᒣ䚷ගᗈ
ෆᒣ䚷ຬ
䈜ᡤᒓ䛻䛴䛔䛶䛿௧㻟ᖺ㻞᭶Ⅼ䛾䜒䛾䚹
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䛆ᾏ㐨㛤Ⓨ༠㛗ዡບ㈹ཷ㈹ㄽᩥ䞉ཷ㈹⪅䛇
ㄽᩥྡ
༑ᕝỈ⣔ᮐෆᕝ䛻䛚䛡䜛♟Ἑཎ⏕
䠉୰つᶍ䝣䝷䝑䝅䝳ᨺὶ䛻䛚䛡䜛♟Ἑཎ⥔ᣢ䛸ື᳜≀䜈䛾ຠᯝ䠉
Ỉ㜵⅏䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆
䠉ᜨᗞᕷ䝬䜲䞉䝍䜲䝮䝷䜲䞁᳨ウ䛻䛴䛔䛶䠉
ᒾᑿෆ䝎䝮䛻䛚䛡䜛㻾㻾㻵䝰䝕䝹䛻䜘䜛ὶฟண 䛾᳨ウ䛻䛴䛔䛶
䇷≀⌮ศᕸᆺ䝰䝕䝹䛸ᴫᛕ㞟୰ᆺ䝰䝕䝹䛾ẚ㍑䇷
Ἑ㐨ෆᶞᮌ䛾ኟᏘఆ᥇䛻䜘䜛㝖᰿䝁䝇䝖⦰ῶ䛻䛴䛔䛶
䠉ᕤᮇ䛻䜘䜛ⴌⱆᢚไຠᯝཬ䜃䝁䝇䝖⦰ῶ䠉
㕲㓟⣽⳦䜢ά⏝䛧䛯㓟ᛶỈฎ⌮ᐇ㦂䛻䛴䛔䛶
▱Ᏻవᕷ㐨㊰䛻䛚䛡䜛㻵㻯㼀ᆅ┙ᨵⰋᕤ䛾ᕤ䛻䛴䛔䛶
䠉ᕤᒚṔ䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ฟ᮶ᙧ⟶⌮せ㡿䛻䜘䜛ᕤ䛾ຠ⋡䜢┠ᣦ䛧䛶䠉
㐨㊰ᩚഛຠᯝ᳨ウ䛻䛚䛡䜛ᐇົⓗ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾ᥦ
䇷䠄௬⛠䠅㻿㻱㻻㻌㼍㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟䛾☜❧䛻ྥ䛡䛶䇷
ᚑ᮶ᆺⴠ▼㜵ㆤᰙ䛾ᦆയ≧ἣ䛸ᵓ㐀⣽┠䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ

ᐮ෭ᑠ㞷ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛᩿⇕ᕤἲ䜢⏝䛔䛯䝁䞁䜽䝸䞊䝖⯒䛾ᕤ

䛂㐨䛾㥐䛃䛾ィ⏬ẁ㝵䛻䛚䛡䜛ᬒほ㓄៖㡯䛾ᥦ
䝘䝬䝁⏕ᜥ⎔ቃ䛻㓄៖䛧䛯⁺ タ䛾᳨ウ䛻䛴䛔䛶
䠉Ɫ๓⁺ 䛻䛚䛡䜛䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䠄୰㛫ሗ࿌䠅䠉
⏝Ỉタᪧ䜎䛷䛾⏝Ỉ☜ಖ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
䠉㟈⅏ᚋ䛾Ⴀ㎰㛤䛻ྥ䛡䛯㎰ᴗ⏝Ỉ䛾☜ಖ䠉
㎰ᴗ⏝䝫䞁䝥タഛ䛾₶デ᩿ㄪᰝ䛾㐺⏝ᛶ䛻䛴䛔䛶
䠉₶デ᩿ㄪᰝ䛸ศゎㄪᰝ䠄ෆ㒊デ᩿䠅⤖ᯝ䛾ẚ㍑᳨ド䠉
ᅜႠ㎰ᆅ⦅ᩚഛᴗ䛂ὠูᆅ༊䛃䛻䛚䛡䜛ษᅵἲ㠃㒊䛾ᪧᕤἲ䛻䛴䛔䛶
䠉⿵ᙉ┒ᅵᕤἲ䛻䜘䜛ᑐ⟇᳨ウ䠉
ภ㤋᪂እ⎔≧㐨㊰䛾タഛタィ䛻䛴䛔䛶
䠉䝁䝇䝖⦰ῶ䛻ྥ䛡䛯タィ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠉
ⱝᡭᢏ⾡⫋ဨ䛻䜘䜛ാ䛝᪉ᨵ㠉
䠉ᴗົ䛾ຠ⋡䛸ᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶䠉
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ཷ㈹⪅
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊 Ỉㄢ

䝖㒊 ᙬⰼ
ᕝ䚷῟୍
ᕤ⸨䚷ᣅஓ
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷Ἑᕝᩚഛಖㄢ
୕ୖ䚷㐩ஓ
㇂ཱྀ䚷䚷ᚭ
Ⳣཎ䚷ῄᏊ
᪫ᕝ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷ྡᐤἙᕝົᡤ䚷ᒾᑿෆ䝎䝮⟶⌮ᨭᡤ ▮㔝䚷㞞
ཱྀ䚷┿
᪫ᕝ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷ྡᐤἙᕝົᡤ

ᅜዟ䚷㞞
ᴮᮏ䚷㝯ᚿ
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷Ỉ⎔ቃಖ䝏䞊䝮
ᮧୖ䚷Ὀၨ
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷㜵⅏ᆅ㉁䝏䞊䝮
᪥ྥ䚷ᙪ
ᒸᓮ䚷
ᶫ䚷⛱ᖾ
ᑠᶡ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌ᑠᶡ㐨㊰ົᡤ
ᐑᕝ䚷ᾈᖾ
ᚋ⸨䚷ᶞ
ஂಖ⏣䚷Ⰻྖ
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌㒔ᕷᅪ㐨㊰ィ⏬ㄢ
୰᰿䚷䚷
୍⯡♫ᅋἲே䚷ᾏ㐨㛤Ⓨᢏ⾡䝉䞁䝍䞊
䚷ඖ
ᰴᘧ♫䝗䞊䝁䞁䚷㏻ᴗᮏ㒊䚷㏻㒊
㐲ᆏ䚷ᣅஓ
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷ᐮᆅᵓ㐀䝏䞊䝮
୰ᮧ䚷ᣅ㑻
㔝䚷ஂᚿ
Ᏻ୰䚷᪂ኴ㑻
ᒸᮏ䚷ᩯ
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌ᖏᗈ㐨㊰ົᡤ
ୖ㔝䚷༓ⲡ
䠄ᅜ◊䠅ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ䚷ᐮᆅ㐨㊰ಖ䝏䞊䝮
ᩧ⡢䚷┤அ
ᖏᗈ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌㐨㊰タィ⟶⌮ᐁ
㻔ᅜ◊㻕ᐮᆅᅵᮌ◊✲ᡤ㻌㻌ᆅᇦᬒほ䝏䞊䝮
ᰗ⏣䚷᱈Ꮚ
ᯇ⏣䚷Ὀ᫂
ᒾ⏣䚷ᆂభ
␃ⴌ㛤Ⓨᘓタ㒊 ⠏ ㄢ
ⴠ㔝 ᠇ே
␃ⴌ㛤Ⓨᘓタ㒊䚷␃ⴌ ‴ົᡤ
୰ᓥ䚷⚽⾜
᪥ᮏ ‴䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ᰴᘧ♫
Ύ㔝䚷ඞᚨ
ᐊ⹒㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌⫹㎰ᴗົᡤ
ᒣᮏ䚷Ὀྐ
๓ᕝ䚷┿ஓ
⏣ᒸ䚷༤
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌㎰ᴗィ⏬ㄢ
ሯ❑䚷⿱
ụୖ䚷ᆅ
ụୗ䚷⿱ᖾ
⥙㉮㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌ぢ㎰ᴗົᡤ
⏣ᮧ䚷䚷せ
ఀ⸨䚷䚷ㄔ
⯓ᒣ䚷ⱥᶞ
ภ㤋㛤Ⓨᘓタ㒊 タᩚഛㄢ
ୖ⏣ 
ᮌᮧ䚷ஂ
㇂䚷䚷ᾈஅ
ᮐᖠ㛤Ⓨᘓタ㒊㻌㻌ᮐᖠ㐨㊰ົᡤ
బ䚻ᮌ䚷Ꮥ
▼⃝䚷ඞ
୰ᑿ䚷⋹⣖
䈜ᡤᒓ䛻䛴䛔䛶䛿௧㻟ᖺ㻞᭶Ⅼ䛾䜒䛾䚹
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