
第９回日中冬期道路交通ワークショップに参加して
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１．はじめに

　平成22年９月８日から10日にかけて、第９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、札幌市内にて開催されました。
　このワークショップに寒地土木研究所から多くの研
究者が参加したので、その内容について報告します。

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情報の交換と技術移転を円滑
に行うことを目的に開催されています。
　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ます。これまで
の開催地は表－１の通りです。なお、これまでの開催
概要は、既報１）－８）を参照願います。
　今回も含め日本開催時の主催は、東アジア交通学会、

（社）北海道開発技術センター、（独）土木研究所寒地土
木研究所が務めました。

３．開会式・基調講演

　ワークショップは北海道大学工学部内で行われまし
た。開会に先立って開会挨拶がありました。主催を代
表して（社）北海道開発技術センター理事長 本多満氏
が、ワークショップに於ける両国の技術交流により、
冬期道路交通に関する発展がなされることを期待する
旨、挨拶がされました（写真－１）。
　続いて基調講演として、（社）北海道開発技術センタ
ー研究員 野呂美紗子氏より、「北海道における野生動
物の交通事故」と題する講演がありました。講演では、
北海道で近年急増しているエゾシカの衝突事故に着目
し、エゾシカの生態と事故発生状況及び雪の影響に着
目した分析結果について発表がありました。また、希
少動物の種の存続の観点や事故対策の観点からの取組

状況や課題について報告がありました。中国の技術者
からは、動物横断用通路への動物の誘導方法や建設費・
維持費について質問がありました。
　続いて５つのセッションに分けられ、２日間にかけ
て研究討論会が行われました。

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

写真－１　本多氏による開会挨拶

報　告
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４．研究討論会

４．１　第１セッション（冬期の道路・交通計画Ⅰ）

　第１、第２セッションは、冬期の道路・交通計画と
いうテーマで、３編ずつ論文発表が行われました。第
１セッションの最初は、北海道大学の岸邦宏准教授か
ら、「積雪寒冷地域の山間部高速道路利用の安全・安
心の定量的評価」と題する発表がありました。無雪期
と有雪期の高速道路利用時と山間部走行時の心理的負
担を心理的負担指数を用いて定量化するとともに、ロ
ジット型価格感度測定法を用いて、心理的負担軽減の
価値を高速道路通行料で示していました。分析結果で
は、高速道路利用価値は無雪期のほうが高く、今後、
その原因について詳細な分析を行う予定とのことでし
た。
　次に、黒竜江省の王旭氏から「雪氷条件下における
高速道路可変的情報板の設計とコントロールに関する
検討」と題する発表がありました。路面状態、前方の
交通状況、速度規制を標示する可変的情報板について、
提供内容の信頼性、道路利用者の理解しやすさ、管理
制度等を考慮して設計し、運用していることについて
報告がありました。標示する情報は、各管理所の情報
センターで収集しており、その中で、道路の見通しや
路面状態の情報は、機械計測ではなく維持管理業者が
計測しているとのことでした。
　次に、寒地交通チームの武本研究員が「雪氷路面状
態でのラウンドアバウトの運転挙動計測実験」と題し
発表しました。欧米諸国で導入されている径の小さい
ラウンドアバウトの積雪寒冷地への適用可能性を検討
するため、試験道路で行った走行実験結果について報
告しました。冬期は、ラウンドアバウト通過速度が低
下する等の望ましい知見が得られた一方で、雪氷路面
状態では走行位置が不明確になる問題点があることを
報告しました。中国の技術者からは、研究対象として
いるラウンドアバウトの設計方法や想定する交通量に
ついて質問を受けました（写真－２）。

４．２　第２セッション（冬期の道路・交通計画Ⅱ）

　本セッションでは、日本から３編の論文発表があり
ました。最初に、室蘭工業大学の田村優太氏から「地
方部における時間信頼性価値の計測」と題する発表が
ありました。発表では、北海道中川町を対象に、移動
の速達性の価値と信頼性の価値を支払意思額として計
測するアンケート調査を行った結果、地方部では、移
動時間の信頼性が速達性に比べて効用が高いものと推

察されたと報告がありました。
　次に、寒地交通チームの高橋総括主任研究員が「北
海道の冬期道路交通と管理技術」と題して発表しまし
た。発表では、北海道の冬期気象状況について紹介し
たのち、冬期道路管理の経緯として、「積雪寒冷地域
における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づ
く雪寒事業の推進、スパイクタイヤの使用規制、さら
に、スパイクタイヤ規制以降の滑りやすい雪氷路面に
対する凍結路面対策について報告しました。また、冬
期道路管理の一層の効率化に資するために、現在取り
組んでいる研究開発として、路面凍結予測手法と、連
続路面すべり抵抗値測定装置を用いた冬期路面状態の
定量的評価手法について報告しました。フロアからは、
地熱や赤外線等を利用した凍結路面対策、すべり抵抗
値の活用方法、塩化物以外の凍結防止剤の開発・使用
状況について質問がありました。
　最後に、（社）北海道開発技術センターの富田真未氏
から「積雪寒冷地における冬期歩行者のための路面情
報システムの構築について」と題して発表がありまし
た。住民との協働による冬期の歩行者転倒事故対策の
取り組みとして行っている路面情報収集・提供システ
ムの構築と、それを用いた「砂まき社会実験」につい
て発表があり、システムの構築と運用、有効性に関し
て紹介がありました。この実験ホームページアクセス
数は1,000件を超える日もあり、利用者アンケートで
役立つ有効な情報であると評価されたこと、メディア
に取り上げられて認知度が高まったと考えられること
から、今後、実験期間の拡大などに取り組んでいきた
いとのことでした。

４．３　第３セッション（舗装）

　第３セッションでは３編の発表がありました。うち

写真－２　中国側から質疑を受ける武本研究員
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２編が日本の寒地土木研究所から、１編が中国の新疆
ウイグル自治区交通庁交通科学研究院からの発表でし
た。
　新疆ウイグル自治区交通庁交通科学研究院の謝海巍
氏は、「低温積雪地域市内道路のアスファルト舗装設
計方法の検討」と題して、ウルムチ市内道路における
低温によるアスファルト路面被害の原因を調査し、そ
の対策方法として数種類の舗装構造や表層混合物につ
いて提案し、適切な舗装構成や表層路面対策を検証し
た結果の報告がありました（写真－３）。
　寒地道路保全チームの金子研究員は、「積雪寒冷地
における舗装の予防保全に関する検討」と題して、舗
装の予防保全工法について、試験施工を行い、調査し
た結果とその考察について報告しました（写真－４）。
会場から、シール材注入工法の施工管理や品質規格に
関する質問がありました。
　耐寒材料チームの草間研究員は、「積雪寒冷地にお
けるプレキャストポーラスコンクリート舗装版の適用
性」と題して、ポーラスコンクリートと鉄筋コンクリ
ートを組み合わせたプレキャスト製品を製造し、苫小
牧寒地試験道路で試験施工を行い、施工性や実環境下
での耐久性や機能性について調査した結果について報
告しました（写真－５）。会場から、融雪期において空
隙に溜まる水の凍結融解の影響について質問がありま
した。

４．４　第４セッション

　　　　　（除雪・路面管理／吹雪・雪崩対策）

　第４セッションは、除雪・路面管理、吹雪・雪崩対
策について、日本側２編と中国側２編の発表がありま
した。
　寒地機械技術チームの佐々木研究員は、「GPS を活
用した除雪機械マネジメントシステムの開発」と題し
て、除雪機械の動態を GPS 及び各作業センサにより
把握可能な基幹システムをベースに開発した除雪機械
マネジメントシステムについて、概要と現場における
試行結果、活用状況の報告を行いました（写真－６）。
このシステムにより、除雪作業の進捗状況を道路管理
者や隣接工区間の除雪工事請負業者間で共有し、臨機
に除雪機械の運用を支援することで、除雪作業効率の
改善を図れることを説明しました。
　吉林省交通科学研究所の王麗勲氏から、「冬季道路
凍結滑防止剤の道路維持管理への応用分野とその開
発」と題して、新たな材料を用いた凍結防止剤（防滑材）
の研究についての発表がありました。交通事故に結び 

写真－３　謝海巍氏による発表

　　　　（表層混合物の比較検討結果）

写真－４　金子研究員による発表

写真－５　草間研究員による発表
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つく雪氷路面の対策は重要であり、そのため、結氷路
面形態の分析や、トウモロコシの茎を加工した安価で
環境にやさしい凍結滑防止剤の開発を行っているとの
ことでした。
　雪氷チームの上田研究員は、「道路防雪林の生育と
植栽基盤について」と題し、道路防雪林の植栽基盤と
植栽初期の生育状況の関係について発表しました。こ
の中では透水性不良と土壌の堅固さが樹木の生育に影
響を与える一因であるとの調査結果を報告しました。
　最後に、新疆交通科学研究院の楊三強氏より、「寒
冷地域における道路土石流予防構造の凍解耐久性試験
研究」と題して、土石流の防護施設に用いるための凍
結融解耐性のあるコンクリートの配合比率について発
表がありました（写真－７）。新疆高原地域においては、
寒暖の差が激しく、土石流を防ぐためのコンクリート
構造物が凍結融解により破損する被害が生じているそ
うです。そこで、コンクリートの凍結融解耐性を高め

るため、繊維や凍結防止剤の最適な配合比率を実験に
より得たとのことでした。

４．５　第５セッション（道路環境／道路建設）

　第５セッションでは、道路環境／道路建設について、
日本側１編、中国側３編が発表されました。
　（社）北海道開発技術センターの斎藤新一郎氏は、「道
路緑化技術としての落葉広葉樹類の伐り株移植につい
て」と題して、森林再生の一手法である伐り株移植手
法の紹介がありました（写真－８）。伐り株からのヒコ
バエによる森林再生手法を用いると、貴重な樹種を元
の本数より増やして移植することが可能との報告があ
りました。
　新疆交通庁交通科学研究院の陳暁光氏は、「砂漠地
域における道路築造技術研究史とその成果」と題し、
砂漠地域における道路築造の歴史を紹介されました

（写真－９）。砂漠地域は寒暖の差が大きく、風砂や砂
嵐など厳しい気象条件下にあり、沿線全てにおいて砂
防工事が必要とされるため、道路交通網の整備が遅れ
ているそうです。砂漠道路研究の歴史は、50年代～
70年代に初めて道路防砂の必要性が認識され、模索実
験が行われましたが、90年代にはこれらの研究成果が
タクラマカン砂漠にまで拡大され、現在、中国全土の
砂漠地域の道路設計や維持管理技術として用いられて
いるとのことでした。
　次に、遼寧省交通企画設計院の王玉泉氏より「コン
クリート構造物の冬季施工対策について」と題して、
冬季工事におけるコンクリートの打設、養生、脱型時
に現場で実践的に応用されている技術について発表が
ありました。
　最後に、内モンゴル交通研究院有限責任会社の辛強

写真－６　佐々木研究員による発表

写真－７　楊三強氏による発表 写真－８　斎藤新一郎氏による発表
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氏は、「島状多年度凍土地域路床沈下差数値に関する
模擬研究」と題して、多年度凍土地域における路床変
形動向をシミュレーションにより予測し、路床温度領
域変化法則を分析した結果を発表されました。

５．閉会式

　閉会式では、遼寧省交通企画設計院の魏副院長が次
回開催地の代表挨拶をされました。ワークショップ成
功の祝福とともに、次回開催地である遼寧省の地理・
気象・経済や道路整備の概要の紹介がありました。
　次いで、主催を代表して寒地土木研究所の川村所長
が閉会の挨拶を行い、ワークショップは閉会となりま
した。

６．おわりに

　今回のワークショップでは、黒竜江省、新彊ウイグ
ル自治区、吉林省、遼寧省及び内モンゴル自治区から
研究発表がありました。一口に「冬期道路交通」と言
っても、気象条件も異なり抱える課題も多様で、中国
の広大さを実感しました。

　次回で、日中冬期道路交通ワークショップは10回目
となりますが、今後も本ワークショップ等を通じた交
流を続けることで日中の研究者の輪が広がり、お互い
の研究の発展につながっていくことが期待されます。
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写真－９　陳暁光氏による発表
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