報 告

TRANSOILCOLD 2019への参加並びにVTTを訪問して
宗広

表－1

１．はじめに

一徳

佐藤

厚子

本会議の開催履歴

開催年

開催国・都市

The 4th International Symposium on Transportation

第１回

2013年

中国・青海省西寧市（Xining）

Soil Engineering in Cold Regions（寒冷地における交

第２回

2015年

ロシア連邦・ノボシビルスク市

通地盤会議）
（TRANSOILCOLD2019）が、2019年5月

第３回

2017年

中国・青海省貴徳県（Gui-de）

20日（月）～23日（木）にわたり、ロシア連邦レニン

第４回

2019年

ロシア連邦・サンクトペテルブルグ市

グラード州サンクトペテルブルグ市のサンクトペテル
ブルグ国立交通大学において開催され、寒地交通チー

立交通大学」と呼ばれており、創立以来210年の歴史

ムの宗広と寒地地盤チームの佐藤が参加しましたの

を有する国内屈指の理工系大学です。学部及び大学院

で、報告します。また、5月24日（金）には、フィン

を合わせて約19,000人以上の学生が学んでいます。自

ランド・タンペレ市に位置するVTT（フィンランド

動・高度情報部門、建設・土木部門、輸送建設部門、

技術研究センター）を訪問しましたので、併せて報告

輸送システム・電力部門、鉄道管理・ロジスティック

します。

ス部門、経済・経営部門など交通施設（道路・鉄道）
に関する研究・教育を総合的に担っています。

２．TRANSOILCOLD 2019とは
３．会議
TRANSOILCOLD 2019は、積雪寒冷並びに北極
地域における交通施設（道路・鉄道）の設計・建

1日目に若手地盤工学シンポジウム、2日目に開会式

設・運用分野を対象とし、インフラの設計者、建

と基調講演、3日目に基調講演と一般論文発表、4日目

設者、管理者が抱える課題の情報交換を主目的と

に一般論文発表が行われました。本会議は、英語・ロ

し、開催されました。同会議の主催は、国際地盤

シア語の同時通訳により行われました。

工学会（International Society for Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering）の技術委員会であ

３．１

若手地盤工学シンポジウム

るTC202（Transportation Geotechnics）、TC215

若手地盤工学シンポジウムでは、主たる発表者を35

（Environmental Geotechnics）、TC216（Frost

才以下の若手研究者（ロシア14件、中国2件、カザフ

Geotechnics）からなる実行委員会によります。サン

スタン1件、ドイツ1件）とする3つのセッションが開

クトペテルブルグ国立交通大学、PYRN(凍上若手研

催されました。気象変動、永久凍土融解時の影響、凍

究者ネットワーク）、ロシア交通大学、シベリア交通

結工法などについて発表及び討論が行われました。

大学、極東国立交通大学、ロシア地盤工学会、TRB（米
国交通運輸会議）、中山大学土木工程学院などの研究

３．２

開会式・基調講演

者が同実行委員会に参画しました。同会議の開催履歴

開会式では、サンクトペテルブルグ国立交通大学の

は、表－1のとおりであり、今回の開催が4回目になり

Alexander Y. Panchev学長からは、「ロシア国内の東

ました。

部、南部、そして北部で実施中の大規模な輸送投資プ

同会議の開催場所であるサンクトペテルブルグ国立

ロジェクトがあるが、寒冷地の道路や鉄道の建設にお

交通大学は、1809年にアレクサンドル1世皇帝の命に

いては、未解決の課題が残されています。特に、ロシ

より、同大学の前身、ロシア最古の技師養成学院が創

ア国内は、国土の60％以上が凍土あるいは軟弱地盤に

設されました。そのような創立経緯から、正式名称を

覆われています。近い将来、国内の東北エリアで大規

「アレクサンドル1世皇帝記念サンクトペテルブルグ国

模な輸送開発計画プログラムが進められています。ま
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た、北緯度鉄道の工事、すなわちサレハルド－ナディ

ウクライナ、カザフスタン、パキスタン、イラン、シ

ム間の鉄道建設も始まっています。本会議での論文発

リア、イスラエル、ノルウェー、フィンランド、スウ

表及び意見交換は、これらの事業推進に貢献するでし

ェーデン、チェコ、ドイツ、ベルギー、カナダ、米国、

ょう。」と挨拶がありました。開会式における挨拶者

日本、韓国、ベトナムの20ヶ国から約250名が参加し

の一覧は、表－2のとおりです。

ました（写真－1）。ロシア国内からも、地元サンクト
ペテルブルグをはじめ、モスクワ、ノボシビルスク、

表-2
氏

名

チュメニ、ヤクーツク、ハバロフスクなどの各地から

開会式の挨拶者
所

属

1 Alexander Y. Panychev サンクトペテルブルグ国立交通大学、学長
2 Alexander V.

サンクトペテルブルグ市行政府北極委員会

3 Roman A. Physky

アークヘンゲルスク州行政府、担当官

4 Jinkun Liu Sun

中山大学、教授

5 Yuanming Lai

中国科学アカデミー、アカデミー会員

参加されました。一般論文発表は、3会場での18セッ
ションから構成されました。
宗広は、「寒冷地工学」のセッションにおいて、
「Experiments of autonomous vehicles running at a
test track, and future prospects」(試験道路における
自動走行車の実験と将来展望)と題し、苫小牧寒地試

基調講演として、地盤工学、寒冷地工学、凍土分野

験道路における自動走行車の実験への取り組み、及び

において世界的な権威である10人の研究者から、講演

普及に伴って求められる道路構造要件、同技術の寒冷

が行われました。講演者は以下のとおりです。

地への適用の可能性について発表しました（写真－2）。

1)Yuanming Lai（中国科学アカデミー)
2)Guy Dore（カナダ・ケベック州、ラヴアル大学教授）

佐藤は、「凍上・融解による土の問題」のセッショ
ンで、
「Characteristics of slope surfaces deformed by

3)Martin Ziegler（ドイツ、アーヘン大学教授）
4)石川達也（日本、北海道大学教授）
5)Xiong Zhang（米国、ミズーリー科学技術大学教授）
6)Evgeny Ashpiz（ロシア、ロシア交通大学教授）
7)Zhaohui Yang（米国、アラスカ大学教授）
8)Jiankun Liu（中国、中山大学教授）
9)Igor Saharov（ロシア、サンクトペテルブルグ国立
建築土木大学教授）
10)Eun Chul Shin（韓国、インチョン大学教授）
３．３

一般論文発表

TRANSOILCOLD2019には、115編の論文が投稿さ
れ、ロシア連邦をはじめとして、中国、ポーランド、

写真－1
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本会議の聴講者

写真－2

宗広主任研究員の発表

写真－3

佐藤主任研究員の発表
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frost heaving」(凍上によるのり面の変状箇所の特性)
を報告しました（写真－3）。寒冷地域における切土の
り面が、凍結および融解作用を繰り返すことにより変
状する事例が多く報告されており、その対策技術の確
立が求められています。この対策を検討するため、凍
上により変状した箇所の地形的な特性についてまとめ
たものです。このセッションでは、この他、高速道路
地盤の凍結融解、凍土の透水性、固化土の凍上性など
が報告され、寒冷地地盤の研究を進める観点から参考
にできる内容が報告されており、各国の動向を情報共
有することができました。また、国際地盤工学会のメ
ンバーによる討論会も実施され、寒冷地域における凍
上対策などの情報も収集できました。
３．４

一般論文発表から

写真－5

 ンクトペテルブルグ国立交通大学の研究者と
サ
ともに
（右から、Andrei Petriaev教授、Anastasia Konon准教授、
佐藤、宗広）

本会議では、凍上過程に関する研究、物流に影響す
る気温の研究、凍上性の高い土質条件などの基礎的な

滑に対応頂きました（写真－5）。筆者らのロシア渡航

研究から、X-CTによる計測技術、ジオシンセティッ

に際しても、査証サポートの手続きから現地到着時の

クスを用いた凍上対策など、様々な対策と計測技術が

空港送迎等に至るまで全面的な支援を頂きました。

報告されました。今後、私たちが取り組むべき課題と
なるような情報も数多く得ることができました。

４．VTT（フィンランド技術研究センター）訪問

サンクトペテルブルグ国立交通大学のEkaterina
Shestakova教授及びAnatory Novikov氏からは、ロシ

４．１

VTTとの打合せ

ア国内で計画中のロシア本土とサハリン島間の架橋プ

フィンランド国立技術研究センター（VTT）の

ロジェクトの計画、基礎形式、その便益に関する発表

技術研究センター（Technical Research Centre）と

が行われました（写真－4）
。

国立標準認定研究機関（Centre for Metrology and

また、本会議の運営に際しては、主催者の実行委

Accreditation：MIKES）が、2015年1月1日付で合併し、

員長を務めたサンクトペテルブルグ国立交通大学の

VTTは有限責任会社となりました。VTTフィンラ

Andrei Petriaev教授及び事務局長を務めたAnastasia

ンド技術研究センター社（VTT Technical Research

Konon准教授からの暖かいホスピタリティにより、円

Centre of Finland Ltd）は、応用技術研究を行い、そ
の研究成果を実用的なソリューションに活用していく

写真－4 会議参加者とともに
（左から、Ekaterina Shestakova教授、Anatoly Novikov氏、
宗広）
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写真－6

打合せの様子
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同社のスタッフ数は、約2,700名。国内と海外に拠
点を有しています。タンペレ支所には約200名のスタ
ッフがいます。5月24日（金）午前10時、筆者らは、
タンペレ支所のJukka Laitinen氏（自動運転研究チー
ム・チームリーダー）を訪問し、意見交換を行いまし
た。同氏からは、VTTで取り組む自動走行車及び実
験の様子を説明頂きました（写真－6、7、8、9）。
現在、フィンランドでは、降雪を含む全天候に対応
した自動運転の実現へ向けて研究開発を着手していま
す。5Gと言われる第5世代移動通信システムのサービ
スと共に、自動運転技術も進むと強調されました。ま
た、毎年、フィンランド北部のラップランド地方を
写真－7

公道実証実験で用いる自動走行車

雪道の実験場として実証実験を行っている（Aurora
Project）旨を紹介されました。同氏からは、「来年1
月には、雪道での自動運転に関するセミナーを同地方
で開催する予定なので、日本からも是非参加願いた
い。」旨のオファーを頂きました。
４．２

タンペレ市内の道路

タンペレ市内では、郊外部を中心として、ラウンド
アバウトが多数整備されていました（写真－10）。タ
ンペレ市内は、冬期間、降雪に見舞われます。除雪作
業車両による作業への障害になることを避けるため、
ラウンドアバウトの環道とエプロンの段差は設けず、
フラットな構造を採用していました（写真－11）。
写真－8

研究開発中の自動走行車

また、同市内では、パーソナルモビリティと呼ばれ
る1人乗りのコンパクトな移動支援機器が利用されて
いました（写真－12）。歩行者と既存の乗り物（自転車、
原付、自動二輪車、乗用車など）の間を補完するもの
として、世界各国でも注目されているものです。

写真－9

Jukka Laitinen氏と共に

とともに、フィンランドの国立標準研究機関でもあり
ます。また、研究および知識の活用により、民間と公
共の両部門において国内外の顧客や提携先に専門的な
サービスの提供を進めています。
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写真－10

ラウンドアバウト（タンペレ市内）
寒地土木研究所月報

№795

2019年８月

５．おわりに
今回の会議において、韓国インチョン大学のEun
Chul Shin教授と面会し、過去の学会において寒地地
盤チームが報告した「小段排水溝の凍上対策に関する
検討」を参考とし、インチョンでの凍上対策に適用す
るための報告書を作成したというエピソードを聞きま
した。寒地土木研究所の研究の成果が、寒冷地域を抱
える国において、少しずつ浸透していっていることを
肌で感じることができました。また、サンクトペテル
ブルグ国立交通大学をはじめ世界各国で寒冷及び北極
地域における交通問題に取り組んでいる研究者と交流
写真－11

ラウンドアバウトの環道とエプロン

を持てたことは貴重な機会となりました。
また、雪道での自動運転分野に先進的に取り組む
VTTフィンランド技術研究センターを訪問しました
が、今後同分野での情報交換を継続する予定です。
今回の出張に際し、ご支援頂いた研究所内外の関係
各位の皆様に対し、この場を借りて謝意を表します。

写真－12

パーソナルモビリティ

宗広 一徳
MUNEHIRO Kazunori
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
（国際研究連携班兼務）
主任研究員
博士（工学）
技術士（建設）
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佐藤 厚子
SATO Atsuko
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
（地域景観チーム兼務）
主任研究員
博士（工学）
技術士（建設・総合技術監理）
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