
第12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25年10月８日から11日にかけて、第12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、中華人民共和国新疆ウイグル自治区烏魯木
斉 （ウルムチ）市で開催されました。
　このワークショップに土木研究所（寒地土木研究所、
雪崩・地すべり研究センター）から７名が参加しまし
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、日本およ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（表－１）１）

－11）。寒地土木研究所では、北海道開発土木研究所で
あった2002年の第１回からこのワークショップに参加
し、中国各地の積雪寒冷地にある交通系研究所との交
流を進めています。
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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

　第12回ワークショップは、中華人民共和国新疆ウイ
グル自治区烏魯木斉市で、新彊ウイグル自治区交通運
輸庁などの主催で開催されました。新疆ウイグル自治
区での開催は2003年（第２回）以来10年ぶりで、中国側
初の２巡目開催です。

３．研究発表会

　研究発表会は２日間にわたって、烏魯木斉市内の銀
都酒店（酒店 = ホテル）で行われました。
　６セッションに分けて、日中各々９編の18編の発表
がありました。今回中国側では50編を超える論文の応
募があったとのことで、その中で特に冬や低温をテー
マとした論文を中心に選抜されたとのことです。

３．１　開会式・基調講演

　はじめに主催者を代表して新疆ウイグル自治区交通
運送庁の李志農氏から、ワークショップにおける両国
の技術交流により冬期道路交通の発展を期待する旨の
開会挨拶がありました。
　引き続き、李学東氏による新疆の歴史および交通発
展に関する講演がありました。新彊ウイグル自治区は
域内の道路延長が長く、有料高速道路約5,000km、改
良済み道路15,000km，一般道約110,000km で、これら
の多くは1984年頃から急速に建設されたものとのこと
です。
　自治区内の主な交通手段は自動車やバスであり、自
動車保有台数は約310万台，バスの路線はおよそ3.7万
路線であるとの紹介がありました。
　また、新疆ウイグル自治区はモンゴルやカザフスタ
ン等８つの国家と隣接している地域で、これらの道路
を使った交流を積極的に行っていることから、今後も
道路建設を積極的に進める意向であることが紹介され
ました。

３．２　第１セッション

　第１セッションは、（一社）北海道開発技術センター

報　告
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に規制速度を示すこととなっていましたが、まだ規制
標識が可変表示になっていない箇所もあり、ドライバ
ーの主観による判断となる場合があるようです。
　また、ガードレールに吹雪時でも視認できるよう空
色に着色を行った事例も紹介されていました。（写真

－11参照）

３．３　第２セッション

　第２セッションは、吉林省交通科学研究所の陳志国
氏を座長に、中国側から１編、日本側から１編の発表
がありました。
　最初に、寒地土木研究所の島多（耐寒材料チーム上
席研究員）から「積雪寒冷地におけるコンクリート構
造物の耐久性向上に関する研究」と題して、凍結融解
による凍害に加え、塩化物系凍結防止剤による塩害と
の複合劣化が顕著になってきていることを踏まえて、
コンクリート構造物の長寿命化に関する研究結果を発
表しました。火山灰や高炉スラグ微粉末の利用による
耐久性向上効果の検証結果や、10年間の暴露試験の結
果からシラン系表面含浸材の吸水防止層の保持による
耐凍害性の持続を確認したこと等を報告しました。
　中国側からはコンクリートの複合劣化要因について
質問があり、凍害と塩害が同時に起こることで劣化が
大きくなることを回答しました。
　次に、黒竜江省交通科学研究所の叢暁麗氏から「道
路トンネル坑口における雪氷防止と安全保障との調和
設計について」と題した報告がありました。トンネル
抗口部周辺は、冬期において雪氷災害の影響を受けや
すく、交通事故が多発する場所であるため、その対策
技術の紹介がありました。
　トンネル内の照明が必要であることやアイスバーン
路面対策として塩化ナトリウム等を散布したほうがよ
いこと、抗口部周辺の縦断勾配を小さくすることなど、
様々なトンネル坑口対策について中国で検討が必要と
考えられることの紹介がありました。日本ではすでに
これらについては基準化されていることですが、中国
ではマニュアルが整備されておらず、地域別に独自の
判断で対策を行っているとのことでした。
　日本側からは、北海道でもトンネル坑口において事
故が多いことを説明し、「コンクリート舗装への骨材
露出工法」によるトンネル坑口のすべり対策について
紹介を行いました。中国においては舗装での事故対策
については検討していないとのことで、技術的な協力
をお願いしたいとのことでした。

の原文宏氏を座長に、日本側から１編、中国側から２
編の発表がありました。
　最初に、新疆ウイグル自治区交通科学研究院の劉健
氏から「克拉瑪依（カラマイ）－塔城高速道路における
吹雪対策に関する技術的研究」と題して、吹雪災害が
起こりやすい地域において高速道路の設計を行った際
のポイントについて発表があり、吹雪が特に発達する
地域を回避するための路線計画、道路横断形状の検討、
気象のモニタリング等について説明がありました。
　吹雪地域での道路設計において、盛土高を確保して
周辺地盤よりも道路面を高くする「防雪盛土」があり
ますが、今回の設計区間では一律に１ｍを確保したと
のことでした。日本では最深積雪の1.3倍以上として
いますが、中国の場合降積雪が少なく、その一方で強
風により吹雪量は多いと思われるので、最深積雪でな
く一律に定数の確保で規定する方法も合理性があると
思われます。
　次に、北海道開発技術センターの大井元揮氏から「日
本における冬期の自動車交通の渋滞対策に関する一考
察」と題し、日本での渋滞問題に対する「ハード対策」
と「ソフト対策」の紹介があり、その中で、人の心理
的な側面に焦点を当ててアプローチを行う「モビリテ
ィ・マネージメント」について説明がありました。中
国では各都市部で慢性的な渋滞が起こっており、日本
で行われているハード対策、特に道路の拡幅や交差点
改良に興味を示していました。
　次に、遼寧交通企画設計院の曹明慶氏から「北方寒
冷地域における安全施設の設計理念とその応用」と題
して、寒冷地域の気象に適した安全対策施設と新技術
開発について発表がありました。
　その中で速度規制について、天候により通行車種毎

写真－１　会場の様子
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深さが小さくなり路面変位を抑える効果があること
や、安定性や耐久性も向上することが室内試験結果に
より分かったとのことです。中国では単価がアスファ
ルトに比べて安価であることからコンクリート舗装が
多用されていますが、日本側の参加者からは非たわみ
性材料であるコンクリート舗装の凍上被害について質
問があり、中国でのコンクリート版は50cm 程度と版
厚が厚いため、凍上地域でも問題は発生していないと
の回答がありました。
　次に、明和工業株式会社の福岡忠博氏から「ライフ
ラインの未整備エリアに適した完全循環型公共トイレ
の開発」と題して、新たに開発したバイオトイレにつ
いて発表がありました。一般にバイオトイレは分解生
物の活動に依存するため、低温下ではその処理能力が
落ちますが、このトイレは北海道での実証実験におい
てもその効果が立証されたとのことでした。
　中国側からは、維持費用やどのようなメンテナンス
が必要かなど多くの質問が寄せられていました。中国
は国土が広大であり下水道インフラが普及していない
地域が多いため、この技術が活かせそうです。
　最後に、内モンゴル自治区交通設計有限責任公司の
劉倫軍氏から「道路地吹雪災害対策技術について」と
題して、アメリカで30年近くの歴史がある樹脂製の防
雪柵「HDPE」について、中国での検証結果の説明が
ありました。これは敷設が簡単で紫外線や低温条件に
も強いものだとのことで、経年後の経過観察や調査か
ら防雪効果がよいことを確認したとの報告でした。
　土木研究所から、日本において樹脂製の防雪柵は過
去に開発していた経緯がありますが、雪の目詰まりや
沈降圧による損傷などで普及していないことを説明し
ました。今後の中国での展開を期待したいと感じまし
た。

３．４　第３セッション

　第３セッションは、寒地土木研究所の池田（審議役）
を座長に、中国側から２編、日本側から２編の発表が
ありました。
　最初に、寒地土木研究所の渡邊（雪氷チーム研究員）
から「道路吹雪対策マニュアル（2011改訂版）について」
と題して、日本で行われている吹雪の対策について、
対策全般の考え方や危険度判定、計画の算定手法、対
策施設の選定手順等を説明し、マニュアルの日本語版
と英語版を寒地土木研究所のホームページに掲載して
いることを紹介しました。中国側は大変興味を示して
おり、中国語への翻訳を要望していました。
　次に、吉林省交通科学研究所の陳志国氏から「火山
灰を用いた道路基盤の耐凍安定性に関する研究」と題
して発表がありました。中国の寒冷地では凍上による
舗装路面の損傷が多いとのことで、凍上抑制する路床
材料に関する研究成果が発表されました。火山灰を路
床材料に用いることにより、粘性土の路床よりも凍結

写真－２　島多上席研究員による発表

写真－３　質疑の状況

写真－４　座長の池田審議役
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する諸問題に対応するため、丹通高速道路を一例とし
て一般的に見られる被害とその原因について報告され
ました。路床排水の不良による凍上被害や路肩排水設
備の設置状況どの検証から、適切に排水設備を設置す
ることが、道路の被害軽減につながりコスト的にも有
意であるとのことでした。

３．６　第５セッション

　翌日午前に行われた第５セッションは伊東（土木研
究所　雪崩・地すべり研究センター主任研究員）を座
長に、中国側から１編、日本側から２編の発表があり
ました。
　最初に、寒地土木研究所の切石（寒地交通チーム研
究員）から「防滑材の加熱水混合散布手法に関する研
究」として、苫小牧寒地試験道路における２年間の試
験結果を中心に報告しました。混合散布においては加
熱水温度40℃が適当であり、温度のほかに加熱水の混
合割合に留意する必要があると報告しました。
　中国側からは温水の供給方法や散布した砕石の処理
に関する確認のほか、気温、路面温度や勾配、路面状
況等による適用条件、現行の防滑材散布との効果の違
い、コスト等について多くの質問が出され、参加者の
関心の高さが感じられました。温水は車上に設置する
ヒーターにより供給し、砕石の回収は行わないことか
ら大幅なコストアップが無いこと、これまでの試験か
ら現行の防滑材を上回る散布効果が確認されているこ
と、今後試験道路だけでなく、実道路でのデータを収
集して行く旨を回答しました。
　次に、ハルビン工程大学の毛継沢氏から「凍結融解
環境下のコンクリートの内部細孔構造被害に関する実
験研究」と題して、凍害による破壊メカニズムについ
て繰り返し凍結融解試験を基に、回帰分析による細孔
構造破壊に対する耐久性予測を行った結果について報
告がありました。毛氏は本ワークショップには初参加
とのことでしたが北見工業大学に留学経験があり、留
学中に寒地土木研究所にも来所されたとのこと。発表
は中国語でしたが日本語も堪能で、留学時には軽量コ
ンクリート、現在は今回発表されたコンクリートの凍
害のほか、高強度コンクリートや FRP との複合材料
等について研究されているとのことです。今後材料分
野の課題解決に向けた情報交換をしていきたいと考え
ています。
　最後に、寒地土木研究所の住田（寒地機械技術チー
ム主任研究員）が「道路防雪林の防雪機能についての
風洞実験による調査」と題して、防雪林の間引きや樹

３．５　第４セッション

　１日目の最後となった第４セッションでは、ハルビ
ン工程大学の毛継沢氏を座長に、日中各２編の発表が
ありました。
　寒地土木研究所の井谷（寒地道路保全チーム研究員）
から「冬期歩道の路面評価に関する検討」として、歩
行者にとって望ましい冬期歩道の路面管理手法を検討
するための基礎的研究として、試験的に作製した冬期
路面に対するすべり抵抗値と被験者の主観評価との関
係について発表しました。PPD スリップメータで計
測したすべり抵抗値が被験者による歩きやすさの評価
と相関が高かったことや、高齢者にとっては塩化ナト
リウムおよび７号砕石を健常者よりも多く散布しなけ
れば主観評価に有意差が現れないことなどを報告しま
した。
　次に、遼寧省交通規格設計院の張冠華氏から「寒冷
地域における長大橋の専門的な維持管理に関する研
究」と題して発表がありました。近年の急速な社会資
本整備に伴い、中国国内において長大橋が建設されて
おり、中国東北地方でも2010年に支間距離436m の遼
河特大橋が供用されました。当該橋梁は長江以北で最
大径間を有している斜張橋であり、積雪寒冷地特有の
課題も有しています。しかし当該橋梁の設計、建設時
には維持管理についての考慮がなく、供用後に問題点
が発生する場合が見られたことから、日本の長大橋の
維持管理を踏まえた今後のあり方について発表されま
した。中国の技術者からは、橋梁の設計・建設の規程
があるとの意見もありましたが、現規程では積雪寒冷
地における維持管理は考慮されておらず、規定された
内容では不十分である旨回答されました。
　次に北海道開発技術センターの斎藤新一郎氏から

「天山横断道路における吹雪防止林および雪崩防止林
造成への育林的な提案」と題した発表がありました。
　天山における砂漠化や氷河の縮小に対して、森林に
よる水循環を形成することが重要であり、吹雪防止林
や雪崩防止林の造成を適切に行えばこれらの課題にも
対応可能であるとして、樹種や造成に際しての留意点、
その後の維持管理についての提案がされていました。
　中国側参加者からも、水循環の考えは重要であり、
現在は森林保護の方向に進んでおり、毎年少しずつ植
林しているケースや砂漠緑化についての研究もされて
おり、参考となったとの発言がありました。
　最後に遼寧省交通規格設計院の王葉飛氏から「寒冷
地域における路盤処理に関する研究」と題した発表が
ありました。道路への被害軽減や維持管理コストに関
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　市内はどこも渋滞していて、車道を車と人が交錯し
て行き交い、車は歩道に駐車するのが普通のようでし
た。また、夕方かなり暗くなってもライトを点灯しな

３．７　第６セッション

　休憩を挟み、最後の第６セッションは、地元新彊交
通科学研究院の陳暁光氏による座長の下、中国側、日
本側から各１編の発表がありました。
　最初に、新彊ウイグル自治区交通科学研究院の謝海
巍氏から「新彊季節凍土都市アスファルト舗装道路設
計の諸元に関する研究」と題して、新彊の厳しい環境
条件に応じた路床・路盤の材料選定、断面設計とこれ
に必要な係数の設定に関する発表がありました。当地
は、夏に40℃以上、冬は－40℃以下になる道路舗装に
とって厳しい環境にあり、エクスカーションの際にも
低温クラックや凍上が要因とも思われる路面凹凸・損
傷が各所で見られました。各地の気象条件によって細
かい基準が設定されている模様で、中国側からの質問
にかかる応答では、大学での室内試験結果と現地の損
傷の比較検証を踏まえた基準設定の重要性が確認され
ていました。
　最後に、土木研究所の伊東（雪崩・地すべり研究セ
ンター主任研究員）が「連続体モデルによる雪崩運動
シミュレーションの開発」と題して、数値シミュレー
ション技術の適用による雪崩の速度や層厚分布の計算
が可能なモデルの開発について報告しました。報告後、
新疆ウイグル自治区西部の伊犁の参加者から、日本に
おける頻度の高い雪崩対策について基本的な質問があ

り、樹林帯の育成や雪崩防止柵、スノーシェッドの整
備、トンネルによる回避等の対策をおこなっているこ
とを説明しました。
　最後に陳座長の提案により、今回発表のあった全18
編に対する感謝の拍手が会場全体からあり、研究発表
会が終了しました。

４　閉会式

　閉会式では主催者を代表して、新彊交通科学研究院
の陳暁光氏から、２日にわたる日中両国の専門家によ
る話題提供・議論への感謝とともに、今後の技術発展
を願うコメントがありました。
　続いて（一社）北海道開発技術センターの大井元揮
氏から、次回第13回大会について、札幌での開催と、
函館方面への視察予定を紹介し、閉会式が終了しまし
た。

５　エクスカーション

　エクスカーションは、中国製のバス（2008年製、33
万 km 走行）で新疆の都市内道路と高速道路などを見
学しました。
　烏魯木斉市内の道路は、今もあちらこちらで新しい
道路が建設されています。例えば、写真－６に示した
高速道路は2013年春に着工されたとのことで、2013年
11月にも完成予定とのことです。その建設のスピード
に驚かされます。

高の違いが防雪機能に与える影響について報告しまし
た。これに対し模型の縮尺と再現性についての質問が
あり、今回の実験では、測定洞内の模型付近の風速を
自然の地上付近の風速となるように調整し、その風速
プロファイル（床面から上空に向けての鉛直風速変化）
から模型の縮尺を設定したことを返答しました。

写真－５　第５セッションの状況

（講演者 :住田主任研究員、座長 :伊東主任研究員）

写真－６　建設中の都市高速道路（烏魯木斉市内）
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　烏魯木斉から吐魯番までは高速道路を視察しました。
　研究発表会で話題提供のあったとおり、ガードレー
ルは空色に着色されていました。また、塗装斑と凍結
防止剤の影響と思われる錆が多く見られました（写真

－11）。

　烏魯木斉市内の道路の多くは密粒度のアスファルト
舗装でした。舗装の状態は寒冷地のため札幌市内のよ
うにポットホールやパッチングによる補修が多く見ら
れるかと観察していましたが、比較的良好な状態でし
た。雨や融雪水が少ないことはアスファルト舗装の耐
久性にとって有利なのだと思われます。
 

　一方、吐魯番市内の幹線道路はコンクリート舗装が
舗設されていました。コンクリート舗装の表面仕上げ
は日本ではほうき目仕上げが一般的ですが、吐魯番の
コンクリート舗装は溝の小さなプチグルービングが施
されていました。日本ではあまり見かけない表面仕上
げですが、ほうき目よりもすべり抵抗には寄与すると
思われます。

　学校前のスクールゾーンには広幅の街路であって
も、速度抑制のために段差（ハンプ）が設置されていま
した。

写真－７　烏魯木斉市内の交通状況

（車道を歩く歩行者も見られる）

写真－９　低温クラックの発生状況

写真－10　吐魯番市内のコンクリート舗装

写真－８　中学校前に設置された段差（ハンプ）

い車が多く、そのような車の流れの中を歩行者が横断
する光景には驚きました。
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６　おわりに

　国慶節（= 中国の建国記念日）を挟んだ大型連休直後
ということもあり、事務局では通訳の確保には苦労さ
れたようです。このためか会議中の同時通訳は１名の
みで、かつ、土木技術の翻訳経験が無い方であったた
め、通訳者、日中の参加者とも、発表内容・発言内容
の理解には苦労と時間を要しました。質問や討議が会
議時間中では足りず、休憩時間中も連続して質問内容
の確認や内容の議論が、会場のあちらこちらで続いて
いました。議論には新彊大学のカマリディン氏、札幌
建設運送（株）の何氏をはじめ、両言語に堪能な技術者
の助力があったことを記しておきたいと思います。
　また研究発表会終了後も、会場や昼食の場で出席者
間での挨拶・握手や写真撮影が続いていました。顔の
分かる関係の下で、新たな技術交流の展開を進めてい
きたいと思っています。

　近年建設された砂漠地帯を通過する区間では、幅
50m 以上ある広い中央分離帯により上下線が離れて
設置され、防護柵が省略されていました（写真－12）。
　高速道路の舗装は、密粒度アスファルト舗装がされ
ていました。冬期には－40℃程度まで気温が低下する
地域であるため、寒冷地特有の低温クラックが数ｍ毎
の等間隔に連続して発生していました。ただし、ほぼ
すべての低温クラックにはシール材による補修がなさ
れていました。
　途中強風地帯を通過したため、車線逸脱する車両や
横転する車両も見られました。気象に応じて速度規制
をかけることは無いそうで、走行速度は運転者の判断
に任せているのが現状だそうです。

写真－11　錆も目立つ、空色のガードレール 写真－13 強風により車線逸脱した車両

写真－14　強風により破損した車両

写真－12　広い中央分離帯
（車線左側が中央分離帯で、小さな赤いトラックは逆方向車線です。）
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第６回日中冬期道路交通ワークショップに参加し
て，寒地土木研究所月報，654，pp51-58，（独）土
木研究所寒地土木研究所，2007

７） 葛西聡・安倍隆二・伊東靖彦・松島哲郎・橋本聖・
佐々木憲弘：「第７回日中冬期道路交通ワークシ
ョップ」に参加して，寒地土木研究所月報，670，
pp45-51，（独）土木研究所寒地土木研究所，2009

８） 伊東靖彦・葛西聡・金子雅之・国島英樹・馬場道
隆：第８回日中冬期道路交通ワークショップに参
加して，寒地土木研究所月報，679，pp44-51，（独）
土木研究所寒地土木研究所，2009

９） 伊東靖彦・上田真代・金子雅之・草間祥吾・佐々
木憲弘・高橋尚人・武本東：第９回日中冬期道路
交通ワークショップに参加して，寒地土木研究所
月報，691，pp40-45，（独）土木研究所寒地土木研
究所，2010

10） 田畑浩太郎，切石亮，福島秀哉，伊東靖彦，柳澤
雄二，浅野基樹：第10回日中冬期道路交通ワーク
ショップ参加報告，寒地土木研究所月報，704，
pp38-44，（独）土木研究所寒地土木研究所，2012

11） 切石亮・金子学・島多昭典・井谷雅司・住田則行・
山口和哉・伊東靖彦：第11回日中冬期道路交通ワ
ークショップに参加して，寒地土木研究所月報，
716，pp43-48，（独）土木研究所寒地土木研究所，
2013

※日本語と中国語では漢字表記が異なる部分がありま
すが、可能な範囲で日本語の表記に合わせました。
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