
中国黒竜江省交通科学研究所等との技術交流

(国際交流)

「国際機関等との相互協力、連携や技術指導Jと し

た 「中期目標 ・計画Jや 「地域間の国際交流 ・国際貢

献として、寒冷地における農林水産技術や土木技術、

バイオテクノロジー技術などを活用した国際協力を推

進する」とした 「第 6期 北海道総合開発計画」に基づ

き、特にアジア地域において地域開発に重要な意義を

有する北海道開発土木研究所の技術を移転 (技術交

流 ・研究交流)し 、当該地域の社会基盤の整備に役立

たせることは我が国の国際協力に大きく貢献するもの

と位置づけている。

1,は じめに

去る平成14年3月 7日、中国黒竜江省ハルビン市に

おいて、北海道開発土木研究所と黒竜江省交通科学研

究所は、積雪寒冷地における土木に関する技術交流を

推進するための覚書に調印、手交している(月報 2002

年 6月号参照)。

picロ
ー1 黒 竜江省     picロ

ー2 斉 藤理事長と

交通科学研究所       曹 所長の調印

こうして、実質的な技術交流がスタートした。

まず、第1回 目にあたるワークシヨップは、平成14

年10月にハルビン市において開催された。また、第2

回目のワークシヨップを平成15年1月に札幌で開催し

た。今回の報告は、その第 1回 日および第2回 目のワー

クショップについて紹介するものである。

斎藤  嘉 之
*

2.第 1回ワークシヨップ

平成14年10月10日 (木)
～平成14年10月11日 (金)

於 :中国黒竜江省交通科学研究所(ハルビン市)

当研究所からの参加者は、能登理事をはじめ、土質

基礎研究室 西 川前室長 ・渡邊研究員、防災雪氷研究

室 鈴 木研究員、維持管理研究室 岳 本室長 ・森前研

究員、企画室から私し斎藤である。

以下のプログラムにより、双方の研究 ・技術開発等

を紹介し、今後の具体的な協カメニューを回めていく

ことの確認をした。

10日 (木)

当研究所より
。新しい上の束上試験法について (西川)

・盛上の品質管理について (渡邊)

・道路の凍上対策について (岳本)

・舗装マネジメントシステムの研究開発につ

いて (森)

。道路情報の収集 ・提供技術について(鈴木)

中国側より

。道路 ・橋梁の束上と基礎の埋没について

。SMA舗 装について

・コンクリー ト路面の耐久性について

11日 (金)

中国側 より

・防雪に関する技術について

・永久束土に関する技術について

(午後は、研究所内施設や高速道路の視祭)

1 黒 竜江省

交通科学研究所

3日第 2回ワークシヨツプ

平成15年1月23日 (木)

～平成15年1月29日 (水)

於 :北海道開発土木研究所 (札幌市)
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pic.-4 今 後の具体的交流に向けた文書を

取り交わす能登理事と曹所長

picロ
ー6 ハ ルビン市を  picロ

ー7 ハ ルビン空港

走る高速道路

中国狽Jから曹貴允 (CAO Guiyun)所 長はじめ8名

の研究者等が来所された③今回の来所の趣旨は、当研

究所の研究 ・技術開発について、前回にも増してより

深い内容を把握するというものであった。

したがって、当研究所より、道路関係研究室の全 7

研究室より説明し、活発な質疑応答がなされ、研究所

相互の問題意識と研究の取組にかかる認識を深めるこ

とができた。

また、日程の途中で、所の構内外施設や、既設の道

路施設、施工現場などの視容も設定した。当日は強風

で体感温度が大変低い中、熱心に質疑し、取材を続け

ていた。

ワークシヨッププログラムや視祭内容は以下のとお

り。

23日 (木)〈視察〉

構内の試験施設

・舗装試験室、アスファル ト抽出試験室、低

温室,FWD試 験装置等 (維持管理研究室)

・コンクリー ト試験室,コンクリー ト吹付実

験の様子 (材料研究室)

・多用途低音実験室内凍結路面室内走行試験

機 (交通研究室)

・岩石物性試験室 (地質研究室)

・基礎模型試験室,遠心力載荷実験室 (土質

基礎研究室)

・道路情報解析室 (防災雪氷研究室)

24日 (金)〈ワークシヨツプ〉

当研究所より
・材料、構造、土質基礎、交通、防災雪氷、

維持管理、地質の 7研 究室 (道路関係の研

究室の全て)が 、それぞれの研究室の紹介

を含めて、主要な研究内容、開発した技術

等を各30分程度で紹介

picロ
ー7 ハ ルビン空港

picロ
ー3 第 1回 ワークシヨップ (於 :ハルビン市)

picロ
ー5 第 1回 ワTク シヨップメンバー
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中国偵lより
・道路の風雪害のメカニズム解析 と取 り組み

・寒冷におけるコンクリー トの耐久性向上に

関する研究

27日 (月)、28日 (火)〈視察〉

構外の試験施設

・石狩吹雪実験場、角山大規模実験場、苫

小牧試験道路 ・施工試験フイール ド

その他
'現道の防雪柵 ・防雪林

・花畔除雪ステーション

(北海道開発局札幌道路事務所)

・美原大橋建設建設現場

(北海道開発局札幌新道建設事務所)

。白′毒大橋

29日 (水)くワークショップ〉

今後の研究交流 (技術移転)の よリー層の

活発化に向けた意見交換会

picロ
ー8 第 2回 ワークショップ (於 :当研究所)

1月24日 (金)開 催状況

最終日の29日において、中国狽]より、今回の訪間に

より当研究所で実施されている研究活動の実態を実際

に見ることができて非常に有意義であった旨が述べら

れ、続いて24日に中国狽1から紹介された2課 題に関す

る研究が主要命題であること、特に、

・中国の寒冷地ではコンクリー トの現場施工の際の

発熱から永久束上が融解 してしまう問題がある

。道路延長が大きいため除雪体行」の整備が不十分で

34

あることから防雪林や防雪柵の効果的な整備が不

可欠である

こと、との切実な事情があり、是非とも当研究所の研

究開発した技術や蓄積 した知見をもって、人的交流も

視野に入れた協力を願いたい旨が述べられた。当研究

所からは、今後の人的交流などの検討も含め、双方の

利益になるような方策を探ってゆきたいと表明した。

pic口
白9 第 2回 ワークショップ

1月29日 (水)開 催状況

picロ
ー10 石 狩市にある吹雪実験場を視察

～猛烈な寒さの中、黒竜江省の方々の質問

の嵐は止むことはなかつた
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picロ
ー11 現 道に設置されている防雪柵を視察

～万T、 木製の柵を設置したならば、たち

まち消滅 してしまうとか 。・。 (暖をと

るための材料に)

4.中 国新彊ウイグル自治区交通科学研究所との交流

平成14年10月14日 (月)

於 :中国新彊ウイグル自治区交通科学研究所

(ウルムチ市)

平成14年10月に行った第 1回 目の黒竜江省とのワー

クショップ終了後、帰国せずにそのまま新彊ウイグル

自治区ウルムチ市まで足を延ばし、当該地区の交通科

学研究所を訪問した。

訪間の趣旨は主に2点 あり、一つ目は、

・平成15年8月 に当該地区で開催を予定している

当該研究所等関係者とのワークシヨップ (この

ワークショップの位置付けとしては、去る平成

14年1月 に札幌で開催された第11回国際冬期道

路会議の際に、当研究所や社団法人北海道開発

技術センターなどが主催 して交流が実現し、そ

れをステップとして第 2回 目を行うもの。(月

報2002年5月号参照)に 向けてのご挨拶

であり、もう一つは (こちらがメイン)、

・研究所単独同士の交流は、実質皆無であったこ

とから、黒竜江省と同様に、今後の研究交流を

深めていくことを望んでいるか等の意思確認を

すること

であった。!

当研究所から能登理事が先方を訪ね、ウイグル側は

工 (WANG)所 長と2名 の副所長が対応された。こ

の訪間においては、先方の所長以下ほとんどの方が初
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対面にも拘わらず、我々は大変手厚い歓迎を受けた。

また、今後の交流を前提とした関係を築くことを両者

で確認することもできた。今回はとても有意義な時間

を持てたという事に尽きる。

訪間のスケジユールは以下のとおり。

|  ト ルファン市 (ウルムチ中心 より西へ約250km

の都市)な ど美しい遺跡や風情ある農村を視察

翌 日

午前 :先方の研究所にて 2時 間の意見交換

午後 :研究所内視祭

前述したとお り、今後の研究 ・技術交流について積

極的に実施することを確認し、今後の具体的な交流手

法等について詰めていくことに合意した。

また、13日は休日にも拘わらず、ウルムチの方々の

休日を返上しての、朝一番から夕刻遅 くまで親身な条

内のもと、充実した視容等を享受した。

picロ
ー12 ウ ルムチにおいての交流

picロ
ー13 能 登理事と

工所長

picコ
ー14 克 里木(kerim)

副所長 (左端)と

陳(chen)副所長 (右端)



p i cロ
ー15

ウルムチ市から

トルファン市へ向

かう道路

天山に囲まれた

砂漠地帯の中心を

管理状態の良くな

いアスファル トが

ほぼ直線に走るイ

メージ

pic.-16～19  ウ ルムチ市～ トルファン市間にある

1  砂 丘と遺跡群の一部

→ 写 真では無機質なイメージが出ているが、実際は、

天山からの湧水という恵みが、多くの緑や果実など

をもたらせている豊かな大地

36

pic t-20 ウルムチ市中心部

～人口約300万人の大都市 圧 巻 !

(ちょつとビックリ・・・)

左の写真とのコントラス トが素敵である

picロ
ー21,22 中心部を貫く幹線道路 (見事な背骨)

5と おわりに

中国黒竜江省や新彊ウイグル自治区の印象は、月報

2002年12月号の最終ページに書いたとおり、感動した

の一言に尽きる。特に、ウイグル地方は、人の心も土

地も世界で一番美しいと言っても過言ではないと思っ

たところである。

そして、まだまだ素敵な物が、寒冷の世界各地で至

る所にあるであろう。一方、その土地固有の社会基盤

整備に関する課題というものも存在するであろう。

今回の中国側との交流 (両調査団の往来)で 、双方

ともに相手方の実情を実見したことで、これからの研

究協力の話し合いがより進展することが期待される。

さらに、今回以外の国際交流も積極的に行うことに

より、各地固有の課題解決、社会経済発展、そして、

素敵な物が守られ、生まれる、などの一助になればと

切に願う。今後も、独立行政法人北海道開発土木研究

所が主体的に国際貢献に寄与する場を無限に探って行

きたい。
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寄奄盛野宮

平成15年 1月 29日撮影

黒竜江省交通科学研究所の皆さんが住んでいる地域は雪が少なく、底冷えすること

は少ないようです。

皆さんは札幌に来るのが初めてとのことで、風の強い雪の石狩などを視祭した時に

は、本当に寒そうでした。

しかし、質問を止めることなく、ひたすら学んでいた姿、その苦痛に打ち勝つ強い

仕事への熱意は見事でした。

黒竜江省交通科学研究所の皆さんはエライ |

斎藤 嘉 之
米

北海道開発土木研究所

研究監理官付

企画室

室長
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