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吉林大学との冬期道路に関する学術交流について

伊東靖彦＊・国島英樹＊＊

報　告

１．はじめに

　第8回日中冬期道路交通ワークショップ（以下、
ワークショップと記す）への参加に先立ち、雪氷チー
ムの伊東と寒地機械技術チームの国島は、中国・長春
市にある吉林大学の交通学院と冬期道路交通対策に関
する学術交流を行うと共に、吉林省交通科学研究所や
高速道路の管制室を視察する機会を得たので、その状
況を報告する。
（ワークショップの子細は本号・別記事に掲載している）

２．長春市とこれまでの経緯

　長春市は札幌の西、約1600km程度離れたところに
位置し、吉林省の省都である。古くは新京と呼ばれた
満州国の首都であり、都市計画や建物にその当時の面
影が残っている。人口は約700万人である。

 
　長春の気候は、札幌と比べて冬期は幾分寒く、積
雪量は随分少ない。たとえば、1月の平均最低気温は
-20℃と札幌（同-7.7℃）と比べて低い。また、雪を
含めた12月～3月の降水量は合計24mmと、札幌の同
391mmに比べ非常に少ない。
　2005年に第4回ワークショップが長春で開催され、
その際、吉林大学交通学院北方交通災害研究所副所長
の席氏から招待を受け、伊東が吉林大学を訪問した1）。

これが吉林大学との交流の始まりとなった。
　席氏は、冬期道路交通安全に関する研究を専門とさ
れ、特に吹雪対策に詳しい。筆者と同年代で、また専
門が同じであることから、これ以降交流を深めてい
る。
　翌年、2006年に網走で第5回ワークショップが開催
され3）、その帰路、席氏は当研究所(当時は北海道開
発土木研究所)を訪問されている。このときには、道
路部（現 寒地道路研究グループ）の各研究室と勉強
会を持ち、中国での交通事情についての講演を受け
た。
　今回、伊東が哈爾浜で開催される第8回ワーク
ショップに参加するにあたり、再び席氏から招待され
たことから、吉林大学への訪問と学術交流が実現した
ものである。

３．吉林大学での学術交流会

３．１　吉林大学の概要

　吉林大学は、学生数で中国10番目の規模という大き
な大学である。もちろん、吉林省では最も大きな大学
で、文理とも有する総合大学である（写真－１）。
　訪れた交通学院は、近年吉林大学に併合された学科
で、前は吉林工科大学の一部であった。吉林工科大学
は自動車会社の「第一汽車」が長春で開設するのに合
わせて1955年に開設されたもので、中国では歴史の長
い大学に入る。今も吉林大学は自動車の研究では有名
とのことである。図－１　長春の位置

写真－１　吉林大学正門
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３．２　学術交流会

　学術交流会は平成21年9月4日から5日の2日に亘り開
催された。会場は交通学院内の会議室があてられた。
席氏のゼミの学生、教員が中心であったが、広めに告
知が行われていたようで、交通学院の入口にもその旨
の掲示が見られた。期待の高さに応えられたか今も不
安が残る（写真－２）。

 

　交流会には交通学院の他のゼミの学生や吉林省交通
科学研究所や吉林省国家緊急救援救助センターからも
参加があり、全体の参加者は約30名であった（写真―３）。

　はじめに吉林大学交通学院の李副院長から今回の交
流会の趣旨説明のあった後、講演に入った。講演のプ
ログラムは表－１に示すとおりである。
　伊東からは、北海道における吹雪対策の考え方や対
策技術について講演を行った。
　参加者のうち3人を除いて日本への渡航経験がな
く、まずは日本の位置や気候の特性を示した。この後
本題に入り、日本において吹雪対策は、以前は道路へ
の吹きだまり防止対策が主眼であったが、ここ20年ほ

どは視程障害対策に研究の重点が置かれるようになっ
てきたこと、北海道における吹雪対策は防雪柵と防雪
林がメインになっていること、防雪柵の種類は吹き溜
め柵、吹き止め柵、吹き払い柵の3種類があり、それ
ぞれ機能や吹きだまり位置が違うことを説明した。

　参加者からは、「高速道路と一般国道で対策の違い
はあるか？」、「防雪林の風下での吹きだまりの状況
は？」などの質問があった。それらに対し、「日本で
は高速道路での吹雪対策の歴史が浅く、吹雪対策につ
いては一般国道での技術を応用しているので基本的に
対策手法は変わらない。」、「防雪林の風下で吹きだまっ
ている状況は見られていない。」などと回答した（写

真―４）。

　続いて国島からは、日本における除雪施工方法や現
在実施している除雪機械の技術開発について講演を
行った。
　日本の積雪寒冷地域や道路種類、除雪延長の推移な
どを紹介した後、主な除雪工法やそれに対応する除雪
機械の種類を説明し、最後に現在研究している除雪機

写真－２　交通学院の建物入口に掲示された開催案内

図－１　長春の位置

写真－４　講演状況（伊東）

写真―３　学術交流会の会場状況

表－１　プログラム
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　一般的に中国では物価が安いと言われているが、中
国国内で製産できないものや、国際取引の対象になる
ものの物価は、日本と変わらない。防雪柵の整備が進
まないのは、鉄の価格が国際価格で相対的に高く、道
路本体の整備に手一杯の状況で、まだまだ吹雪対策施
設にはお金を掛けられる状況ではないとのことであ
る。
　一方、コンクリートはセメントが各地で生産できる
ことや、労務賃金が日本の5分の1以下であり、また簡
易な機械でも施工できることから利用しやすいらし
い。ワークショップの現地視察で見ることができた黒
竜江省内の舗装も、大部分がコンクリート舗装であっ
た。
　黒竜江省内の吹雪対策が雪壁や生垣が主体で、素直
に自然にも優しく、ローコストな施設でよいのではな
いかとコメントしたところ、吉林大学側からは、北海
道が鋼製の柵が多いのに対してその違いについて、質
問があった。
　日本での労務賃金の高さから、毎年作業が発生する
ものや耐用年数が短いもの、設置歩掛の高いものは避
けているのであって、黒竜江省で行われている対策も
防雪効果は十分見込めるだろうと説明したが、労務賃
金の差に由来する工法の違いについて、理解してもら
うのに苦労した次第である。

　2つめの発表として、中国における除雪機械の紹介
があり、道路や空港、鉄道で使われている機械の説明
があった。現在の中国における除雪機械の問題点につ
いては、日本の主力機械である除雪トラックの様な新
雪と圧雪に対応できる機種が少なく、フロントプラウ
付トラックやトラクタ、グレーダ、ドーザなど単機能
機械が多いため、路面状況に応じた除雪ができていな
いとのことであった。また、トラクタのフロントに付
ける円筒形の砕氷装置など珍しい装置の紹介もあっ
た。さらに、生産性や技術力も低いため、特に豪雪時
において十分な道路除雪が出来ていないとの説明が
あった。
　この発表に対して国島からは、例えば新雪時におい
ては除雪トラックのフロントプラウ、圧雪や氷除去に
はグレーダなど、機械の性能に合い、さらに路面の積
雪状況に応じた機種を使うべきとコメントを行った。

４．吉林省交通科学研究所

　吉林大学での講演前に席氏の案内で、吉林省の交通

械マネジメントシステムを紹介した。
　参加者からは、「除雪車は夏期間使っていないの
か？」「凍結防止剤は何を主に何を撒いているのか？」
「環境や車に対する影響は無いのか？」などの質問があ
り、除雪車は専用車の方が能力が高いため良いこと。
散布に対する影響は今のところほとんど無いが、長期
調査を行っていること。また車輌に対する影響につい
て苦情がほとんど無いことなどを回答した（写真―

５）。

　質問は入れ替わり立ち替わり、30分以上に及んだ。
会場には男子学生の姿も見られたが、講演後、質問や
コメントのあった学生は全て女性であった。何となく、
行く末が想像できそうである。

　翌日吉林大学側から、交通学院の女子学生2名が発
表した。
　最初の発表は「黒竜江省の高速道路での吹雪対策手
法について」であった。吉林大学では黒竜江省から委
託されて調査を行っており、黒竜江省内の高速道路に
おいて現在施工されている吹雪対策施設について説明
がなされた。
　日本では吹雪対策施設といえば、防雪柵が大部分で、
ついで針葉樹を主体とした防雪林が施工されている。
　一方、黒竜江省内では、吹雪対策施設として雪壁、
コンクリート壁、生け垣、竹垣、土塁を中心に造成さ
れており、特にコンクリートは利用しやすい材料との
ことであった（写真－６）。

写真－５　講演状況（国島）

写真－６　コンクリートの防雪”壁”
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科学研究所を訪問した（写真－７）。
　館内は昭和を彷彿とさせる佇まいで、懐かしい感じ
がした。この研究所では主に舗装や土工、材料系の試
験が行われており、名称は「土木試験所」の方が日本
語のイメージに近い。
　実験分析室を見学させていただいたところ、計測機
器には、それぞれ布製のカバーが掛けられ、それぞれ
の説明を表す説明書きが掲げられていた（写真－８）。
一昔前の日本に近い状況であった。

　我が研究所と比べ清潔に整頓された研究所内部から
は、整理整頓への努力の必要性を暗示させられた。
　研究所に設置された機器類は概ね日本と同様の目的
あるいは仕様であった。簡単な器械類は中国製のもの
が多く、レーダーやロガーなど電子機器類は日本や英
国など外国製が多かった。
　王所長からは、歓迎を受けると共に今後の人的交流
の拡大や共同プロジェクトができないかとの提案もあ
り、我々に対する期待は大きいものがあった。

５．高速道路管制室

　交通科学研究所を後にして、引き続き長春市郊外の
高速道路料金所のすぐそばにある高速道路管制室を見
学させていただいた（写真－９）。
　室内は60台のモニターが目前に並び大きく表示され
ているほか、手元のコンピュータで同じ内容を表示で

写真－７ 交通科学研究所 正面

写真－８　交通科学研究所内の実験室

測定機器が大事に取り扱われているのが印象的

き、各カメラの操作も可能であった。北海道の高速道
路ではモニターの台数は20台程度とのことなので、比
較するとかなり多い。

　室内には、交通管制と公安(日本の公安警察と交通
警察を兼ねているものと見られる)が並んで座ってお
り、交通管制では除雪などの道路維持管理を、公安で
はスピード違反の取り締まりなどを行っていた。監視
員は管制、公安とも20歳前後とおぼしき若い人ばかり
で、日本では一人はいそうな年配の監督者の姿は見え
なかった。
　高速道路の規制速度は概ね120km/hで、一部に
80km/hの区間もある。しかし、速度超過は日常的ら
しく、見学時には公安側のモニターに速度検知器を
150km/h で走行した車両が、大きく映し出されてい
た。
　この管制室では900kmに及ぶ吉林省の高速道路全て
を管轄するが、現在カメラ等が設置されている区間は
400km程とのことで、これがこの管制室の実質的な管
理延長と見られる。
　カメラは日本と同様に、道路状況を把握する目的で
道路の本線や料金所を映し出す形で設置されているほ
か、各料金所ブース内にも料金収受員の行動を監視す
るため設置されていた。
　料金所にはETCレーンも設置されている。名称は
日本と同じ「ETC」であるが、モニターを見てい
た限りではまだまだ利用率は高くなさそうである。
ETCによる割引制度は導入されておらず、ETCの特
典はノンストップ走行だけとのことである。
　中国の場合、筆者の経験では料金所での渋滞はない
ことから、人件費が安いことを考慮すればETCの設
置メリットを見いだすのは難しいと思われる。

６．街の様子

　既報1）2）4）の通り、中国での交通マナーは日本と大
きく異なっている。ところが伊東は4年ぶりに長春市

写真－９　高速道路管制室の状況
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を訪れたが、前に比べて交通マナーの向上が図られて
いた。
　タクシーや一般ドライバーの運転手は、概ねシート
ベルトを着用していた。さらに新しい一部の車には
シートベルトを着用しない場合、警告音が発せられる
ようになっていた。ただし、助手席では警告音が無視
されていた。
　車の無理な割り込みも相変わらず見られるが、その
頻度は少なくなっており、流れに乗った走行ができる
ようになってきている。
　交差点では、赤信号にもかかわらず車の停止や間隔
があると歩行者は横断を始め、人と車が接触しそうに
なることがよく見られた（写真－10）。

　信号は走行車両ではほぼ守られていた。ただし、歩
行者は横断禁止箇所や地下道設置箇所でも道路の横断
が見られ、また、信号が守られていないのは従来と変
わらなかった。
　全体的に、車両側の交通マナーは向上しているもの
の、歩行者側のマナーはまだ向上の余地が大きい印象
であった。
　一方道路では、あちらこちらで部分的な陥没が見ら
れ、施工管理が行き届いていない様子が見られた（写

真－11）。

写真－10　ある交差点の様子（長春市内）

７．おわりに

　今回、長春への訪問の機会を得た。久しぶりに学生
達と意見交換ができ、学生の熱心さに心を打たれた。
今後とも自らも負けないよう頑張らなければと感じ
た。
　今後は中国など新興国の台頭がめざましいと思わ
れ、欧米以外の国との交流も、その重要性を増すのは
確実といえる。今回の交流がその試金石になることを
願ってやまない。
　最後に現地では、席氏はじめ吉林大学の皆様に、宿
泊先の手配から市内の移動まで大変お世話になった。
ここに記して礼に代えたい。
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写真－11　陥没している道路（公園の園路）
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