
第14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27年７月20日から22日にかけて、第14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。）が開催されました。
　このワークショップに寒地土木研究所から池田憲二
所長ほか計６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、
以降は毎年日中交互に開催されています。寒地土木研
究所では、旧 北海道開発土木研究所時代の2002年（第
１回）からこのワークショップに参加し、中国各地の
積雪寒冷地にある道路交通系研究所との交流を進めて
います。
　第14回ワークショップは、中華人民共和国内蒙古自
治区錫林浩特（シリンホト）市で、内蒙古交通設計研究
院有限責任会社などの主催で開催されました。内蒙古
での開催は2007年（第６回）以来８年ぶり２巡目の開催
です。

３．研究発表会

　研究発表会は２日間にわたって、錫林浩特上都苑酒
店（酒店 = ホテルの意）で行われました。全体を４セ
ッションに分けて、日中双方から計23編の発表があり
ました。
　寒地土木研究所の一行は、途中乗り継いだ北京首都
国際空港の天候不良（霧と落雷）により、北京への到着
が６時間、さらに錫林浩特への出発が８時間遅れたた
め、開会式には間に合わず、第３セッション中途から
の参加となりました。

３．１　第１セッション・第２セッション

　第１セッション・第２セッションは前述の事情によ
り参加できなかったことから、本セッションに参加さ
れた（一社）北海道開発技術センター（dec）の永田泰浩
氏に、特に関心を持たれた発表についてまとめていた
だきました。

○「2014年度冬期の吹雪災害と防雪対策施設の状況」
（日本・永田泰浩）
　発表者らのグループは、2014年度冬期に記録的な大
雪と暴風雪に見舞われた中標津町において現地踏査を
行い、防雪機能を失った防雪柵がかえって悪影響を及
ぼしている状況を記録した。このような防雪柵の状況
はスペックを誤って設置した場合の状況と類似するこ
とを指摘し、このようなエラーを防ぐ意味でも「道路
吹雪対策マニュアル」が有効であることに言及した。

○「冬期氷雪路面における塩雪の処理技術の探索」（中
国）
　融雪剤の散布は中国でも30年以上続いており、使用
する融雪剤が塩化ナトリウムから塩化カルシウム、塩
化カリウム、塩化マグネシウムと変化しつつある。使
用量は増加傾向にあり塩分を含んだ雪の大量発生が課
題となっていることから、リサイクルも含めた今後の
対応についての方向性を検討していた。

○「防雪具の多様性とその選択」（日本・小西信義 氏）
　地域住民の生活に欠かせない防雪具についての研究
であった。2014年厳冬期札幌で行った除雪具のモニタ
ーイベントで回収したアンケートをもとに使用者の身
体的な特徴と選択する除雪具のタイプ、仕様について
の分析を行っていた。

○「道路工事の防凍設計と施工の重点技術」（中国）
　中国では国土の半分以上が季節性凍土と永久凍土地
域となっており、道路の路床、路盤をはじめコンクリ
ート構造物や橋梁、トンネルなどについての耐凍技術
の研究が重要になっている。研究では、道路工事の品
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質を確保するため様々な耐凍技術について標準的な指
標などを定めるための検討を行っていた。

○「寒冷地域トンネル消防施設の耐凍結・省エネ技術
の応用研究」（中国）
　長大トンネルの建設、増加を背景として新型の耐凍
結消化液を検討した研究であった。凍結を防ぐために
電気加熱システムに24時間送電しその費用が非常に大
きくなっていた経緯を踏まえ、耐凍結消化液を用いる
ことで、大きなコストカットにつながることを示して
いた。縮減額が大きいことから多くの質問が寄せられ
た。

○「大平原における道路防雪林帯の創り方」（日本・斎
藤新一郎 氏）
　日本での道路防雪林の研究、整備状況を踏まえて、
中国の寒冷地域における広大な平坦地での防雪林の整
備方法についての提案であった。施工後ある程度の期
間が経つと防雪林も大きな防雪効果を示すことや、生
態系や景観面など通年で効果があることを示していた。

３．２　第３セッション

　第３セッションは、寒地土木研究所雪氷チームの伊
東を座長に、我々の到着後、中国側から２編、日本側
から２編の発表がありました。
　内蒙古大学交通学院の李氏が「間欠流し込み式コン
クリートの早期に於ける収縮拘束の効果分析」と題し
て、硬化した旧コンクリートに新たなコンクリートを
打設したときに懸念される収縮ひび割れに及ぼす旧コ
ンクリートの表面の粗さと、新たなコンクリートを打
設した際に実施する散水養生の影響を分析した結果が
発表されました。その中で李氏からは表面の粗さより
も養生の影響が大きいことが説明されました。養生を
長く行うことでコンクリートの細孔が減少するため収
縮に対する抵抗が高まるとのことで、養生を７日行う
と収縮量を47％、14日行うと82％低下できるため、養
生時間を伸ばすことが有効とのことでした。日本では
養生の重要性が広く認知されていますが、中国でも品
質の高いコンクリートの製造に向けて盛んに研究が行
われていることを実感しました。
　次に札幌建設運送株式会社の鈴木氏から「積雪寒冷
地における冬季道路維持管理の民間委託化研究」と題
して、日本では十数年前まで役所が主に直営で実施し
ていた除雪を民間が担っていることが紹介されました。
民間では組織改編や人員調整が容易で柔軟な対応がと

りやすいこと、民間委託は地域雇用の創出や地域経済
の活性化に繋がることが説明され、道路の維持管理を
民間が担う必要性を指摘しました。鈴木氏は今回札幌
市を事例に説明されましたが、発注形態が異なる別の
発注者が管理する道路を対象とした検討も今後の課題
のようです。
　続いて、寒地土木研究所地域景観ユニットの松田が

「郊外部における道路のシークエンス景観の評価に関
する考察」と題して、効果的で効率的な道路景観の向
上手法の提案に必要な道路景観の評価手法に関し、走
行車両から見る景観の評価実験について発表しまし
た。実験時の被験者への説明内容、季節を変えて実験
を行った場合の評価結果の違い、景観の向上によって
もたらされるわき見運転の危険性など、細部に亘る多
くの質問が寄せられ、中国側から深い興味を示してい
ました。講演後、内蒙古交通設計研究院および西安市
中交第一公路勘察設計研究から、道路景観に関する講
演をそれぞれの研究院で行ってほしいとの依頼もあ
り、今後調整したいと思います。
　最後に、内蒙古大学交通学院の徐氏が「塩分含有粉
質砂土力学性質の実験的研究」と題して、塩分含有土
の物理試験について発表がありました。内蒙古には塩
分を含む土壌が広範に分布しており、道路の建設に際
しては塩分含有凍土の物理的な性質を十分理解する必
要があるとのことです。そこで、－６℃の温度下で塩
分含有量0.5％の凍結土の三軸圧縮強度実験を行い、
実験によって明らかにした周囲圧による凍結土の変形
挙動とそのメカニズムについて説明されました。ひず
みと応力の関係は３段階に分けることができ、この特
徴を考慮に入れることで設計の合理性を高めることが
できるとのことです。発表後、実験温度である－６℃
の根拠について質疑応答が行われました。日本側から
は内蒙古の冬は厳しく、実験温度をもっと下げるべき
との意見が出ました。氏は、実験結果はあくまでも一
例と述べられ、実験装置の改良によって、今後は温度
を下げて実験を行う予定との回答がありました。

３．３　第４セッション

　第４セッションは、内蒙古交通設計研究院有限責任
公司の道路橋研究所の辛強氏を座長に、中国側から３
編、日本側から４編の計７編の発表がありました。
　最初に内蒙古大学交通学院の張宏氏から「季節性凍
結地区の路盤融解沈下による空洞化が路面構造に及ぼ
す影響の理論的分析」と題して、内モンゴルでも用い
られているコンクリート舗装における路床の融解沈下
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　会場からは、同じ橋台でも部位によって水がかりの
程度に違いがあるため、部位の違いをどのように考慮
するかについて質問がありました。
　次に寒地土木研究所雪氷チームの伊東が、「吹雪災
害の防止・軽減に向けた研究への取り組み」と題して、
吹雪対策施設の開発・改良をはじめ、吹雪危険箇所の
抽出手法の開発、吹雪時の視程予測技術とその情報提
供手法など、過去から現在までの雪氷チームでのハー
ド・ソフト両面にわたる研究成果を発表しました。会
場からは、Ｗｅｂで提供している視程情報の正確性や、
既存の防雪柵を新しく提案する防雪柵に作り替える際、
既存柵の柱は利用可能か、といった質問がありました。
　次に寒地土木研究所寒地交通チームの藤本研究員が、

「冬期交通の走行評価に関する研究」と題して、冬期
走行環境としての４つの指標（路面すべり抵抗値、視
程、道路有効幅員、路面平坦性）と走行速度との単相
関関係ついて、実道での走行実験の結果を基に走行速
度とすべり抵抗値や平坦性との相関式を示しました 

（写真－３）。会場からは、試験車の走行条件について、
自由走行あるいは追従走行のどちらかといった質問
や、相関式はカーブ区間と直線区間を区別しているか
といったデータの抽出条件に関する質問がありました。
　最後に、内蒙古高等級道路建設科学技術大学創新人
材チームの田波氏が「内蒙古寒冷地区の路面コンクリ
ート材料の耐凍結性能研究」と題して、路面コンクリ
ートの凍結耐久性に関する試験方法と評価方法につい

　続いて、遼寧省交通企画設計院の姚宏偉氏から「瀋
山高速道路における増改築の安定性研究」と題して、
北京を起点とする瀋陽～山海関の国家高速道路におけ
る交通量増大に伴う多車線化の改築計画策定に向け
て、交通機能や安全性の低下とその対策について発表
がありました。この計画では片側10車線以上となるよ
うです。そこで米国の４～ 10車線道路のデータを基に
想定される問題として、車線数の増加に相関して車線
変更による事故率の増加、ＩＣ付近での事故の増大、
路側標識の視認性低下や門型標識の情報過多などが指
摘されました。さらに中国国内の交通事故分析も行わ
れ、これらの対策として物理的な車線の分離や防護柵
の強化などの提案がありました。日本側からは、車線
数増による交通量の増加が事故率の変化に影響してい
るとの発言があり、議論が行われました。
　次に寒地土木研究所耐寒材料チームの遠藤が、「凍
害進行予測式を活用した橋台の凍害補修優先順位付け」
と題して、北海道内28橋の橋台を対象に行った表面コ

ンクリートの剥離度と相対動弾性係数の結果を基に、
本研究で提案する予測式を適用して、これらの補修の
優先順位付けを行った結果について発表しました（写真

－２）。

による空洞化と、これによってコンクリート路面板に
生じるたわみ度について、モデル式の提案と模型実験
による検証結果に関する発表がありました。発表後に
は、温度以外にも湿度の影響も考慮する必要性につい
て議論がなされました。
　次に寒地土木研究所寒地機械技術チームの三浦が、

「冬期歩道における雪氷路面処理」と題して、防滑材
散布のみによらない滑り止め対策である、機械による
雪氷路面処理の有効性について発表しました（写真－ 

１）。会場からは、路面処理後の摩擦係数の変化や滑
りにくさの保持期間、さらには歩きやすさ・にくさの
指標の数値化について質問や議論がありました。

写真－１　寒地機械技術チーム　三浦研究員の発表

写真－２　耐寒材料チーム　遠藤研究員の発表
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り、振れも少なく快適でした。また、道路にはガード
レール、電柱などの付帯設備は殆どなく、その景観は
大変すばらしいものでした（写真－４）。一方で、ごく
一部の切土区間に高さの低い防雪壁とおぼしきコンク
リート擁壁が設置されているものの（写真－５）、冬期
の吹雪時における走行環境の確保に疑問が残りました。
　303国道では写真－６のように羊や牛の道路横断が
日常的にあり、その愛くるしい姿は人々を和ませる反
面、道路管理上においてロードキルに関連する動物の
保全と自動車の走行上の安全性をどのように考えるの
か、とバス車内で議論がありました。

て、諸外国の基準を参考にしつつ、各現場の気候デー
タの収集と実験用路面を用いた試験および室内試験を
実施し、内モンゴルの多様な気候に適応した具体の試
験方法と評価法の提案がありました。特に相対動弾性
係数と質量変化率の評価指標値の提案や、これに加え
て曲げ強度も評価の指標に加えるべきとの発表は興味
深いものでした。

４．閉会式

　第４セッション終了後に今回の開催国である中国側
を代表して、内蒙古交通設計研究院有限公司の張建華
理事長から研究発表セッションの講評と閉会の挨拶が
ありました。
　全体の講評として、短い会議期間ではありましたが、
広い分野の多様な研究発表があったこと、発表された
各研究の主題が明確であることなどが述べられました。
　最後に閉会挨拶として、学術分野の交流だけでなく、
友情を深めたり、また日中双方の参加による現場視察
を通じ人的交流も図ることが出来たこと、また今回の
ワークショップはこれまでと比べて多くの参加者が集
い、有意義かつ盛況な大会となったことなどが述べら
れました。そしてこの学術交流の大切さ、と今後も交
流が続くこと望むとする挨拶をいただきました。

５　エクスカーション

　エクスカーションは、303国道の片道170km をバス
で往復する１日半の行程でした。
　シリンホトを出発し、ほどなくしてイメージどおり
の大草原が広がりました。303国道は殆ど舗装されてお

写真－３　寒地交通チーム　藤本研究員の発表

写真－４　シリンホト郊外の道路（303国道）

写真－６　羊が優先的に横断する状況

写真－５　切土区間の路側に設置された

コンクリート製の防雪壁（?）（撮影者 :永田泰浩 氏）
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が、中国の交通事情や高速道路の建設状況を理解する
ことができました。

６　おわりに

　今回のワークショップへの参加で、我々は北京首都
国際空港にのべ10時間以上滞在することとなりました。
開会式直後の記念撮影（写真－11）に間に合わなかった
ことは残念ですが、空港内は大きな混乱はなく整然と
事務手続きが進められ、ほとんどの飛行機が欠航する
ことなく遅れながらも飛び立ち、さらに搭乗した飛行
機もほぼ満席で、中国の発展や経済的な強さ、を感じ
る機会となりました。主催者には、寒地土木研究所か
らの発表を後半に入れ替えてもらうなどお手数をおか
けしました。
　会議では主催者が通訳の確保に苦労されていました。
中国では通訳者が大都市に偏在しているため、地方都
市開催の場合、日本以上に通訳の確保が難しいようで
す。また今回の通訳者は土木が専門ではないため、発
表や発言の確認と理解には苦労と時間を要しました。

　シリンホトに戻ると、驚いたことに一部の道路が冠
水していました（写真－９）。シリンホトで降雨があっ
たようで、雨量が多かったのか、排水設備が機能しな
かったのか不明ですが、タイヤ半分が水没するくらい
の水位の場所もありました。しかし多くの人は驚いた
様子を見せず、自動車だけでなく、２輪車でも平然と
冠水した道路を通過していました。
　２輪車といえば、中国ではスクーター型の電動自転
車があちらこちらに見られます（写真－10）。車両とし
て扱われず、免許もヘルメットも不要とのことです。
それでも、子供を抱えて車両と並んで走行する姿には
心配させられました。
　今回のエクスカーションでは、残念ながら直接冬期
環境下での道路状況や道路管理は見られませんでした

　写真－７は303国道と平行するように建設されている
高速道路（经锡高速公路）です。30 ～ 50km くらいは建
設現場が続き、中国における高速道路の土工工事、橋
梁工事、舗装工事および施設工事などを見学できまし
た。建設中の高速道路では、写真－８に示すように放
牧動物の通り道なのか随所にアンダーパスが設けられ
ていました。

写真－７　经锡高速公路の建設状況

写真－９　冠水した道路（シリンホト）

写真－８　アンダーパスの建設状況

写真－10　道路を走行する電動自転車
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た。今回の中国での体験や交流を契機に、当所の研究
成果を中国など海外の寒冷地への適用に向けた取り組
みを促進させるなど、国際貢献や研究成果の最大化に
努めていきたいと考えています。

※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ています。

今回も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にご助力いた
だきました。

　現在、当所では冬期道路管理の質や冬期道路の安全
性を向上させる研究や技術開発を推し進めており、こ
うした技術交流を深めることで当所の技術を中国でも
適用させることは十分に可能であると改めて感じまし

写真－11　日中冬期道路交通ワークショップの参加者

（背景は、会場の上都苑ホテル）

遠藤　裕丈＊＊

ENDOH Hirotake

寒地土木研究所
寒地保全技術研究グループ
耐寒材料チーム
研究員
博士（工学）

藤本　明宏＊＊＊

FUJIMOTO Akihiro

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
研究員
博士（工学）

三浦　豪＊＊＊＊

MIURA Go

寒地土木研究所
技術開発調整監付
寒地機械技術チーム
研究員

伊東　靖彦＊

ITO Yasuhiko

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
主任研究員
技術士（建設）

松田　泰明＊＊＊＊＊
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特別研究監付
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総括主任研究員
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