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第8回日中冬期道路交通ワークショップに参加して

伊東 靖彦＊、葛西聡＊＊、金子雅之＊＊＊、国島英樹＊＊＊＊、馬場道隆＊＊＊＊＊

報　告

１　はじめに

　平成21年9月7日から10日に中国・黒竜江省・哈爾浜
（ハルビン）で第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。）が開催された。この
ワークショップに寒地土木研究所から西村審議役以
下、髙橋寒地基礎技術研究グループ長、葛西上席研究
員（寒地交通T）、馬場総括主任研究員（耐寒材料T）、
伊東主任研究員（雪氷T）、国島主任研究員（寒地機
械T）、金子研究員（寒地道路保全T）の7名が参加し
たので、ワークショップの概要などを報告する。

２　ワークショップの経緯

　ワークショップは、日本及び中国北部地域の冬期道
路交通に関わる技術者、研究者の相互理解を深め、冬
期道路交通に関する技術や研究開発の情報交換、技術
支援等の技術及び研究交流を目的に開催されている。
　第１回ワークショップが、2002年に札幌で開催さ
れ、これ以降毎年日中交互に開催されている。これま
での開催地を表－１に示すが、中国側は中国北部の遼
寧省、吉林省、黒竜江省、新疆ウイグル自治区、内蒙
古自治区が参加してきた。なお、これまでの開催概要
は既報1）-7）を参照されたい。
　第8回のワークショップは、黒竜江省の省都、哈爾
浜で黒竜江省交通庁の主催、黒竜江省交通科学研究所
の主管で開催された。哈爾浜の位置を図－１に示す。

図－１　哈爾浜の位置

開催年 開催地

第 1回 2002 日本・札幌 PIARC2002 札幌大会 8)

と同時期開催

第 2回 2003 中国・新彊ウイグル

自治区・ウルムチ

第 3回 2004 日本・札幌 ISCORD20049)

札幌大会と同時期開催

第 4回 2005 中国・吉林省・長春

第 5回 2006 日本・網走

第 6回 2007 中国・内蒙古自治区

・呼和浩特

第 7回 2008 日本・札幌

第 8回 2009 中国・黒竜江省・哈

爾浜 (ハルビン )

表－ １ 日中冬期道路交通ワークショップの

これまでの開催地

３　ワークショップ（研究討論会）

　ワークショップのうち研究討論会は、９月７日に哈
爾浜市内で開催された（写真－１）。
　発表件数は中国側７編、日本側８編であった。
　参加者は、日本からは当研究所、（社）北海道開発
技術センター、室蘭工業大学、民間からの15名、中国
からは内蒙古自治区、新彊ウイグル自治区、遼寧省、
吉林省、黒竜江省等の研究所、大学などから約30名で
あった。
　始めに、中国側の黒竜江省交通庁・李論副庁長と、
日本側の（社）北海道開発技術センター・本多満理事
長より、それぞれ「両国の冬期道路に関する技術交流
は大変意義があり、今後も継続していくことを期待す
る」との開会挨拶があった。
　続いて４つのセッションに分けられ、夕刻まで研究
討論会が行われた。
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究員）が「積雪寒冷地における改質Ⅱ型混合物舗装の
ＬＣＣ評価と適用範囲に関する検討」として、わだち
掘れ対策や維持管理費縮減を目的に、改質Ⅱ型アス
ファルトを使用した場合の効用についての研究を発表
した。試算によると改質Ⅱ型アスファルトを採用する
ことにより、道内の国道全体の維持管理費を40年で
130億円縮減することが可能となる。
　また、馬場（耐寒材料チーム総括主任研究員）から
は、「再生骨材に含まれる塩分がコンクリートの鉄筋
腐食に及ぼす影響」として、老朽化したコンクリート
構造物を破砕した鉄筋コンクリート用粗骨材の利用可
能性に関する研究を発表した（写真－２）。

 

３．２　第２セッション

　第２セッションは道路の除雪と防氷技術について、
日本側2題と中国側2題の発表があった。
中国側からは新彊交通科研院の劉健氏から「吹雪地区
路線選択と合理的な路床断面について討議」と題し
て、風雪地区において積雪を軽減する路線選択と風雪
流災害を予防する路床横断面設計についての発表が
あった。
　また黒竜江省公路勘察設計院の呉岩氏からは、「ト
ンネルに“棉衣”を着せる」と題して、寒冷地区のト
ンネルにおける凍害防止のためのトンネル保温施工技
術についての発表があった。
　一方日本側からは、葛西（寒地交通チーム上席研究
員）が「精糖残渣（ライムケーキ）を活用した凍結路
面対策に関する研究」と題して、甜菜から砂糖を製造
する過程で発生する精糖残渣を固形化した防滑材の散
布試験結果についての発表を、国島（寒地機械技術
チーム主任研究員）が「日本における除雪施工の現状
と技術開発」と題して、日本の多雪地域の国道におけ
る除雪施工の現状と除雪機械の技術開発について発表
を行った。

写真－ 1　会場の様子

写真－２　馬場総括主任研究員の発表状況

３．１　第１セッション

　第１セッションは、道路の凍害予防・防止とその材
料技術について、日本側2題と中国側3題の発表があっ
た。
　中国側から内蒙古交通設計研究院（株）の辛強氏よ
り「瀝青安定処理路盤混合料低温抗裂性能の試験研
究」と題して、アスファルト混合物の低温時における
性能評価についての研究が発表された。内蒙古自治区
は年平均気温が-5℃と寒冷であり、厳寒期には-50℃
を下回ることも珍しくない。また、内陸性気候である
ため気温差が激しく、舗装体には温度応力によるひび
割れが発生し、破壊に至ることが問題となっていると
のことである。
　哈爾浜工業大学の曹鵬氏からは「3次元による黒竜
江高性能路面構造わだち掘れ抑止能力の分析」と題し
て、アスファルトのわだち掘れの問題を解決するため
に考案された高性能の路盤構造について、パソコンに
より３次元解析を行った研究が発表された。哈爾浜市
のある黒竜江省は、内蒙古と同様に冬季の寒さが厳し
く、また夏季の炎天下では気温が急上昇するため、舗
装体のひび割れとわだち掘れの両方が問題となってい
るとのことである。いずれも北海道において発生し、
寒地土木研究所などにおいて研究開発が行われてきた
課題である。これまで培ってきた技術の蓄積が応用で
きると見られる。
　また、黒竜江省交通科学研究所の徐明氏からは、
「季凍区高等級道路土質切り土のり面浅層安定性分
析」の発表があった。この研究は、凍結融解による道
路路床の滑落破壊に関する安定性について粘着力、内
部摩擦角、含水比を変数として分析を行い、分析結果
が現場と合致することを確認したものであった。理論
と実際の現場との整合性を確認し現場を重視する姿勢
は、寒地土研と同じであると感じた。
　一方、日本側からは、金子（寒地道路保全チーム研
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３．３　第３セッション

　第3セッションは、維持管理技術について中国側１
題と日本側２題の発表があった。
遼寧省交通規則設計院の付玉輝氏から、「高速道路の
橋梁維持管理システムの研究と開発」と題して、橋梁
の評価を行うには検査、維持記録だけではなく監査シ
ステムからの評価報告との連携が必要との発表があっ
た。
　室蘭工業大学の田村亨氏から、「交通混雑データか
らの知識発見」と題して、札幌市を例として、蓄積さ
れたVICSデータを基に特徴的な渋滞現象傾向を把握
し、交通対策の立案支援に関する発表があった。
　また、北海道開発技術センターの大井元輝氏から、
「雪対策事業における効果計測手法の現状と課題」と
題して、既存データを基に構築された３つの手法を考
察した検討結果に関する発表があった。
　これら3題は、システム連携、交通対策、事業評価
と視点は異なるが、いずれも道路管理の効率化や適正
化を目指すものであった。

３．４　第４セッション

　第4セッションは、環境保護技術について、日本側
２題と中国側１題の発表があった。また、本セッショ
ンの座長を高橋（寒地基礎技術研究グループ長）が務
めた。
　伊東（雪氷チーム主任研究員）から、「北海道にお
ける道路防雪林の現状と課題」と題して、北海道の防
雪林について林帯幅や樹種を説明し、最近の課題とし
て、間引き時期や成長不良、風倒や鹿の被害、今後の
市民参加による造成の必要性などを発表した。
　また、北海道開発技術センターの斎藤新一郎氏か
ら、「道路防雪林におけるトドモミとヨーロッパトウ
ヒの日焼け・樹皮剥がれの現況、要因や対策」につい

写真－３　中国での冬期路面状況 (映されたスライドより)

て発表があった。この発表によると樹皮剥がれが、凍
裂ではなく厳寒期における日焼けに起因するとのこと
であった。
　さらに、吉林省交通科学研究所の王麗勲氏からは、
「機能性路面材料の研究」として、排水性舗装の路材
に農業廃棄物であるトーモロコシの茎などを使用する
ことにより、自動車排気ガス中の窒素酸化物を吸収さ
せるとの研究発表があった。会場からは、本当に農作
物を入れるのか、どこまで進んでいるのか等の質問が
あり反響をよんだが、根拠となる内容は示されず、ま
だ理論的な段階とのことであった。

３．５　クロージングセッション

　クロージングセッションでは黒竜江省交通科学研究
所書記・王力強氏によって会議総括が行われた。
　引き続き、次回会議担当の日本側代表として当研究
所の西村（審議役）より挨拶を行い、ワークショップ
が両国における冬期道路交通に関する技術交流を深め
るために重要であり、継続する必要があることを強調
した。
　以上をもって、研究討論会は盛況のうちに終了し
た。

３．６　総括

　今回の研究討論会は、全体的に中国側からは、厳し
い気象条件を克服するための建設技術に関する研究が
多かった。一方、日本側からは、自国が社会資本の維
持更新期に移行しつつある背景もあり、コストやリサ
イクルに関するテーマが多かった。
　本会議を振り返ると、今後の交流を深め、会議をよ
り有意義なものとするには、言葉の障壁を軽減する努
力が必要と思われる。通訳者確保の限界もあり、講演
の全ての内容を同時通訳することは至難であり、事前
の配布物あるいは発表者と通訳者のコミュニケーショ
ン等時間的な制約がある中での工夫が必要と考えられ
る。また、質問時間も、もう少し欲しいところであっ
た。

４　現地視察

　研究発表会に続き、黒竜江省内の高速道路をはじめ
とした道路整備状況の現地視察を行った。9月7日夕刻
～8日早朝の半日を掛けて、哈爾浜駅（写真－４）～
虎林駅までの片道約740kmを寝台列車にて移動した。
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　次に我々は黒竜江省を縦断するように、地方部から
都市部にかけて高速道路を走行した。高速道路の路面
は、比較的初期に建設された区間ではコンクリート舗
装が主流であったが、近年に建設された地方部と、哈
爾浜市内とその周辺はアスファルト舗装が主流であっ
た。
　地方部の高速道路のうち、アスファルト舗装区間は、
路面の平坦性は良く破損も少なく、快適な走行であっ
た（写真－ 7）。

　一方、コンクリート舗装区間においては、気温の差
による温度応力クラックが発生しており、シール材注
入による補修が行われていた。
　また、コンクリート舗装上にアスファルト混合物に
てオーバーレイを施工している区間もあり、コンク
リート舗装の目地部やひび割れによるリフレクション
クラックが発生していたため、シール材注入による補
修が行われていた。
　都市近郊の高速道路では、ひび割れやコンクリート
の剥離等が多数見られ、たくさんの補修が施されてい
た（写真－８）。パッチングによる段差等により平坦

虎林から先はバスの移動となり、一般道と高速道路を
走行した。

　黒竜江省の地方部の一般道路ではアスファルト舗装
よりコンクリート舗装が主流であった（写真－５）。
これは骨材やセメントの材料が入手しやすいこと、人
件費が安いため施工費が安価であることが理由であ
る。コンクリート舗装の路面上にはグルービングが施
されていた。これは冬期間の滑り止め効果を期待する
ものであると思われる。ちなみに中国では多くの車が
冬期間も夏と同じタイヤを利用している。

　地方部の一般道路の沿道には、一列の植栽が行われ
ていた（写真－６）。樹木の根元、高さ数十cmのとこ
ろに防虫のため、石灰が塗られていたものもあった。
視線誘導の効果を考えての植栽と思われるが、未成熟
ながら沿道緑化が徹底していたのには驚いた。

写真－４　哈爾浜駅

写真－５　車道グルービング

写真－６　沿道の植栽（地方部）

写真－７　アスファルト舗装の破損および補修状況
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性は極めて悪く、段差の衝撃で飛び上がるなど、走行
中不快に感じさせる路面性状であった。コンクリート
舗装について、耐久性の向上や最適な補修方法の検討
が必要であると感じられた。
　哈爾浜周辺においてはアスファルト舗装が主流と
なっていた。アスファルト舗装におけるひび割れやわ
だち掘れによる破損が問題となっており、耐久性の高
いアスファルト舗装が急務とされていると、中国側の
研究者から聞くことができた。
　積雪寒冷地である黒竜江省は、地域特性や気象条件
において北海道と共通する部分も多いので、北海道で
これまで培ってきた技術が応用できるのではないかと
思われる。

５　哈爾浜市の様子

　会場となった哈爾浜市は北緯44°に位置し、市区内
に約975万人が住む黒竜江省の省都である。最低気温
がマイナス30℃に達することから、「氷城（氷の都）」
とも称されている。訪れた9月上旬は、日中の気温が
25℃前後、朝晩の気温は10℃前後と、過ごしやすい日
が続いた。
　写真－９と写真－10に市街の様子を示す。哈爾浜市
街は人も多いが、それ以上に市内幹線道路は車で満ち
あふれていた。行き交う車は我先にとクラクションを
鳴らして先を急ぎ、バスはどれも満員、定員オーバー
で運行している。また歩行者は、車両を縫うようにし
て移動していた。総じて車が優先であること、信号を
守らない歩行者が多く交通マナーが悪いことに驚い
た。
　市内では地下鉄の建設が急ピッチで行われていた。
このことは中国側からしばしば説明があり、完成を待
ち望んでいる様子が伺えた。

写真－８　コンクリート舗装の補修状況 写真－９　哈爾浜市街（中央大街付近）

写真－10　哈爾浜市街の状況

また、ラウンドアバウトを採用している交差点が点在
しており、車両の流れがスムーズであったのも印象深
かった。

６　黒竜江省交通科学研究所との研究交流

　ワークショップ終了後の9月10日、研究所の7人は
ワークショップを主管した黒竜江省交通科学研究所
（以下、交通科学研究所と記す。） を訪問した。
　寒地土木研究所の前身、北海道開発局開発土木研究
所は、第6期北海道総合開発計画を受けて黒竜江省交
通科学研究所と2000年から情報交換を始めた10）。
　開発土木研究所が独立行政法人に移行した後、2002
年3月、旧（独）北海道開発土木研究所と黒竜江省交
通科学研究所との間で、「国際技術研究交流に関する
覚書」を締結し10）、両研究所間で寒地土木技術分野の
研究交流を行ってきた。
　覚書締結後、2003年から2007年にかけて、ほぼ1年
おきに交互に訪問し、寒地土木に関する技術交流を深
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　交通科学研究所内ではアスファルトやコンクリー
ト、土質など材料関係の試験室が多かった。試験室内
の雰囲気は我が寒地土木研究所に近いものがあった。
電子機器は、外国製のものが多く、日本製のものもい
くつかあった。日本製のものは故障が少ないとのこと
であった。一方簡易な器械類は中国国内製のものがほ
とんどであった。
　写真－14、写真－15に見られるとおり、研究機器や
試験室内はきれいに整頓されており、各機器の操作規
程も掲げられていた。我に返って反省する次第である。

めてきたが10）-13）、お互いの機関で組織改編などもあり、
ここ数年交流が途絶えた状況であった。このため、寒
地土木研究所としては2005年以来4年ぶりの交通科学
研究所訪問となった。
　交通科学研究所では、王力強・書記をはじめ研究所
全体で我々を歓迎していただいた（写真－11）。
　両研究所一同による会議が持たれ（写真－12）、今
回の訪問を契機に両研究所が引き続き研究交流を進め
ていくことを確認した。

　会議後、交通科学研究所の研究施設を視察した。交
通科学研究所は、中央政府交通部から凍土区域におけ
る道路建設の重点研究施設に位置づけられている（写

真－13）。

写真－11　玄関の電光掲示板

写真－12　黒竜江省交通科学研究所での会議状況

　挨拶は当研究所、西村審議役

写真－13　重点研究施設を表す証票

写真－14　黒竜江省交通科学研究所の試験室（1）

試験機器の後背に見える額縁は各機器の操作規程である。
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写真－15　黒竜江省交通科学研究所の試験室（2）

写真－16　ワークショップ参加者の面々。（会場にて）

　交通科学研究所の担当者によれば、中国国内でも行
政改革が行われており、交通科学研究所も数年前に
エージェンシー化されたとのこと。作業は系列会社が
担当しているものの、道路の設計業務等も省政府など
から請け負っており、日本の高速道路会社に近い形態
のように思われた。
　交通科学研究所と寒地土木研究所では研究のフィー
ルド環境や研究分野が重複するものも多く、今後の研
究交流によって、互いの技術発展に結びつくと考えて

いる。

７　おわりに

　現在、中国は経済成長が著しく、哈爾浜市内におい
てもビルや高速道路が急ピッチで建設されている。日
本と中国では、それぞれの社会情勢は異なるが、「積
雪寒冷地」という同じ問題を抱えており、今後もワー
クショップを通じた交流を続けることで日中の研究者
間の輪が広がっていくことを期待したい。
　なお、次回のワークショップは日本（場所未定）で
来年2010年に開催される。
　最後に今回のワークショップに参加され、お世話に
なった方々に感謝の意を表して報告を終わりたい。

　追記:

　漢字表記は、日本と中国で字体に差がある。本文で
は固有名詞等は原文を尊重したが、ワープロの都合上
表記できないものや日本式表記の方が理解しやすい箇
所については、筆者の判断で適宜修正した。この判断
は中国語の理解により不統一があることをお許しいた
だきたい。
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