報 告

「第７回日中冬期道路交通ワークショップ」に参加して
寒地道路研究グループ

葛西

聡＊ 安倍

ˍȅ͉̲͛ͅ

隆二＊＊ 伊東 靖彦＊＊＊ 松島 哲郎＊＊＊＊
寒地基礎技術研究グループ 橋本 聖＊＊＊＊＊
寒地機械技術チーム 佐々木 憲弘＊＊＊＊＊＊

市教育文化会館で開催されました。発表件数は、中国
側７編、日本側９編でした（ນȽˎ）。

平成20年11月27日〜 28日に、札幌市において第７
回日中冬期道路交通ワークショップが開催されまし
た。このワークショップに、寒地道路研究グループか
ら、葛西上席研究員･安倍主任研究員･伊東主任研究員
･松島研究員、寒地基礎技術研究グループから橋本研
究員、寒地機械技術チームから佐々木研究員の６名が
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参加しました。
本報では、本ワークショップの概要と開催状況など
を報告します。
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本ワークショップは、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としています。
毎年中国と日本とで交互に開催され、第７回となる
今年は、札幌市で開催されました。
これまでの開催地をນȽˍに示します。また、これ
までの開催概要は既報１）〜６）を参照ください。
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研究討論会は、平成20年11月27日〜 28日に、札幌
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日本からは寒地土木研究所、
（社）
北海道開発技術セ

気圧低下が起こる低気圧であり、この低気圧の通過に

ンター、北海道大学、室蘭工業大学など、中国からは

伴い、北海道の国道では４割以上の割合で通行止めが

遼寧省交通勘測設計院、新疆交通科学研究院、吉林省

発生していること、 爆弾低気圧

交通科学研究所、内モンゴル交通設計研究院有限責任

であり、北海道の南西部や太平洋側といった数10㎞か

公司などから参加があり、その総数は日中合わせて約

ら100㎞の空間スケールの地域に対して吹雪の予想を出

50名でした
（ৢ૯Ƚˍ）
。

すことは可能であること、狭い空間スケールや具体的

の発生予測は可能

な吹雪の規模を精度良く予測する技術についてはまだ
ːȅٽ͈࣒ܖါ
（社）北海道開発技術センター 本多理事長による開

確立していないことなどについて、
説明がありました。
ˑȅࡄݪ൦ა͈ٛٽါ

会挨拶
（ৢ૯Ƚˎ）の後、
（財）
日本気象協会北海道支社
の松岡直基防災対策室長による基調講演「爆弾低気圧
による道路吹雪災害について」がありました
（ৢ૯Ƚ
ˏ）
。

ˑȅˍȁలˍΓΛΏοϋȇȶൃ͈ܢൽႹ¦ْࠗȷ
第１セッションは
（社）北海道開発技術センターの金
田安弘氏を座長に、３編の発表がありました。

冬期に中国大陸や東シナ海で発生した低気圧が日本

室蘭工業大学大学院の田村亨教授から「道路維持管

付近で急激に発達し、国内の各地に強風や暴風雪をもた

理へのリアルオプションアプローチの適用」
と題して、

らす 爆弾低気圧 の出現がみられるとのことでした。

道路維持管理を効率的に行い、維持管理費の削減を

爆弾低気圧
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とは、24時間に40hPa 以上の急激な

図っていくことが重要視されていることから、リアル
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オプションの適用による、明確かつ客観的な最適補修
タイミングの検討などについて報告がありました。

それらは、地球温暖化が原因であることが推測され
るため、従前より行われていた、ハードによる対策だけ

寒地土木研究所の葛西上席研究員から「北海道特有

ではなく、
基準の改定などの必要性が提案されました。

の課題に対応した道路交通に関する研究」と題して、

次に、新疆交通科学研究院の黄勇氏から「天山道路

積雪寒冷な気象条件や広域分散型社会の形成など、北

土石流防止コンクリート構造物の耐凍融性機能に関す

海道特有の課題に対し寒地交通チームが実施している

る研究」と題して、凍結融解を繰り返すことによるコ

道路交通に関する研究について報告しました
（ৢ૯Ƚ

ンクリート構造物に与える影響について報告がありま

ː）。

した。

また、
（社）
北海道開発技術センターの斎藤新一郎氏

天山道路周辺は寒暖の差が激しく、温度差が最大35

から「道路緑化における冠雪害への対策について」と

度にもおよぶ地域です。そのため凍結融解を繰り返す

題して、道路沿いの緑化樹や天然生樹に付着した冠雪

ことにより、コンクリート構造物の耐用年数が短くな

が、暖気や強い振動などによって、道路上に落下する

る場合があります。
現在のところ、水分が凍ると約９％

交通障害について報告がありました。

体積が膨張することが原因のうちの一つと考え、コン
クリートの強度を増して耐用年数を伸長するため、各

ˑȅˎȁలˎΓΛΏοϋȇ
ȶୱ༲¦ാၠȷ
第２セッションは、黒竜江交通科学研究所の温和哲
所長を座長に、２編の発表がありました。
（社）北海道開発技術センターの金田安弘氏から「北

種添加剤を使用した配合設計の最適化についての報告
がありました。
今後、配合設計をもとに、試験施工などを行う予定
とのことです。

海道の国道における雪崩の現状と課題」と題して、
1971年から2005年に発生した北海道の国道における雪
崩の発生件数、発生形態、発生時の雪質などの報告が

ˑȅˏȁలˏΓΛΏοϋȇȶऺၳ¦ࢹ௮ȷ
第３セッションは、寒地土木研究所の葛西上席研究
員を座長に、材料･構造物に関する３編の発表があり

ありました。
これに加えて、近年に発生した雪崩の特徴などにつ

ました。

いて発生事例を交えた報告があり、以前は３〜４月に

寒地土木研究所の安倍主任研究員から「積雪寒冷地

雪崩の発生件数が多数を占めたが、この10年間におい

におけるポーラスアスファルト舗装の現状と課題」と

ては、１月に雪崩が発生している事例が見受けられた

題して、北海道の一般国道で実施されているポーラス

とのことでした。

アスファルト舗装に関して報告しました（ৢ૯Ƚˑ）。

また、雪崩対策工が施工されている箇所での雪崩発

北海道で施工されているポーラスアスファルト舗装

生件数が約６割、雪崩が雪崩防止柵をすり抜けている

は早期にアスファルト内部への透水量が減少し、騒音

現象７）や、雪崩防止柵の設置箇所より下の位置で雪崩

低減効果も経年変化に伴い低下します。また、わだち

が発生している事例が報告されました。

掘れ量の推移も耐流動対策として施工されているアス

ৢ૯Ƚˑȁհ৽හࡄ͈֥ݪอນ
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ファルト混合物と比較し大きくなる傾向にあります。
ポーラスアスファルト舗装の主な機能低下の原因と
しては、タイヤチェーン･除雪グレーダーによる骨材

改良地盤の強度発現が外気温
（氷点下）によるものであ
り、さらに、一度、強度発現が阻害された改良地盤は、
長期的にも強度発現しないことが報告されました。

の飛散、夏期における骨材の移動による空隙潰れ、車

次に遼寧省交通勘測設計院の斉洪氏から「等級付砂

両の据えきり作用、および砂･泥などによる空隙の充

利混合物の等級構成設計に関する研究」と題して、高

填が要因と説明しました。

速道路などの路盤材に関する粒度調整砕石を用いた設

また、排水機能の持続性向上を図るために開発した

計方法についての提案がありました。

高粘度アスファルトを使用したポーラスアスファルト

これは、中国では高速道路と地方の道路では、求め

舗装の室内試験結果、および試験施工の結果について

られる機能、設計方法、施工機械が大きく異なるため、

も報告を行いました。

様々な現場状況において適切な施工および管理を行う

次に、遼寧省交通勘測設計院の季偉氏から「PS コ
ンクリート橋梁検測技術に関する研究」と題して、

ための設計方法を検討し、適切な弾性係数を設定する
ことが目的です。

PS コンクリートの橋梁点検方法、コンクリート内部

さらに、路盤材として粒度調整砕石を用いて試験施

の応力検査技術の専用設備の紹介がありました。これ

工を行った結果、施工後３年が経過した高速道路にお

は、レーダースキャン画像を用い、非破壊の検査方法

いても路面状態などは良好であり、粒度調整砕石は、極

によりポステンション方式の橋梁点検をリアルタイム

めて実用価値が高いものであるとの報告がありました。

で計測する技術です。
最後に、内モンゴル交通設計研究院の路再紅氏から
「路面工事における高性能粉炭コンクリート応用研究」
と題して報告がありました。フライアッシュをコンク

ˑȅˑȁలˑΓΛΏοϋȇȶհȷ
第５セッションは、遼寧省交通勘測設計院の李偉氏
を座長に、３編の発表がありました。

リートに混合することによりコンクリートの耐久性を

寒地土木研究所の松島研究員から「北海道の国道に

高める効果があり、適切な混合率を添加することでセ

おける視界不良を原因とした交通事故発生時の気象状

メントの使用量の減少が可能となり、コスト縮減に寄

況」と題して、北海道で発生した1992年から2006年の、

与するとの報告がありました。

人身事故データを整理し、国道で視界不良を原因とし

本セッションでは、中国でも維持管理のコスト縮減
意識が高いことが実感できました。

た交通事故発生時の気象条件などを報告しました
（ৢ
૯Ƚ˓）。
この中で、視界不良を原因とした事故が発生する気

ˑȅːȁలːΓΛΏοϋȇ
ȶൄാ¦৻౷๕ȷ

象条件は気温が -5 〜 -7℃、風速が3 〜 8m/s 程度であ

第４セッションは、
（社）
北海道開発技術センター

る場合が多く、これは、竹内ら10）11）による、吹雪が発

の原口征人氏を座長として、
２編の発表がありました。

生しやすい条件と概ね合致していることを報告しまし

寒地土木研究所の橋本研究員からは「厳冬期の北海

た。

道における中層混合処理工法（トレンチャー式撹拌工
法）による泥炭性軟弱地盤対策」と題して報告しまし
た
（ৢ૯Ƚ˒）
。
この工法は改良深度３〜 10m を対象とした地盤改
良工法で、深層混合処理工法と比較して経済的で、か
つ施工性が良いことが特長です８）９）。しかし、急速に
施工実績が増加したために、特殊土に位置づけられる
泥炭性軟弱地盤に対して、改良効果が得られるか不明
確でした。そこで、実際に施工した改良地盤を対象に
実態調査を実施しました。
調査の結果、夏期に施工された改良地盤は、設計基
準を満足することが明らかになりました。しかし、厳
冬期に施工された改良地盤の一部において、設計基準
強度を下回る現場が確認されました。この理由として、
48
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次に、遼寧省交通勘測設計院の王菁氏から「寒冷悪
天候下における安全運転の保障措置」と題して、高速
道路において、情報通信システムを用い各種道路情報
および気象情報を道路利用者へ提供する取り組みにつ
いて報告がありました。
これらの道路情報提供システムは、電話による自動
応答システム、道路情報板、インターネットによる道

ˑȅ˒ȁల˒ΓΛΏοϋȇȶੰୱ¦Ⴙ࿂ۯၑȷ
第６セッションは、内モンゴル大学交通学院の柴金
義氏を座長に３編の発表がありました。
寒地土木研究所の佐々木研究員から「北海道におけ
る除雪機械開発の変遷」と題して、北海道における除
雪機械の歴史や道路除雪工法、また最近の除雪機械の
技術開発について報告しました（ৢ૯Ƚ˔）。

路情報提供 Web サイトに至るまで一元管理されてい

質疑では、中国側から凍結防止剤の構造物に与える

ると同時に、突発事象発生時などにおいては電子メー

影響、道路除雪の管理レベル、歩道除雪の必要性につ

ルによる情報配信機能も備えるものです。

いて質問があり、セッションを通じて最も活発な討議

道路情報提供 Web サイトにおいては、
GIS
（Geographic

が行われました。

Information System）を活用した最短ルート案内、渋

次に、新疆交通科学研究院の陳杰氏からは「新疆に

滞情報、気象情報などを提供しています。しかし、道

おける道路除雪機械の現状と発展方向」と題して、現

路情報提供は、文字による情報提供がメインであり、

状の機械除雪の問題点や今後の除雪機械に求められる

道路画像は道路利用者には公開されていません。

方向性についての報告がありました。新疆では中国製

これら道路情報提供は道路利用者のルート選択支

の専用除雪機械と常用工事機械を保有しているが、こ

援、出発時刻の見直し、渋滞および気象条件が悪い箇

れらの除雪機械は作業速度が遅いことや、稼働率が低

所の迂回などに役立っており、利用者の安心感･安全

いことから除雪作業コストが高く、問題となっている

性の向上に資するものであるとの報告がありました。

とのことで、今後は除雪機械の高速化、多機能化など

最後に、北海道大学大学院の加藤真一氏から「道東

の研究開発が必要であり、メーカーに対しても改善を

自動車道開通によるドライバーの心理的負担軽減効

要求していくと報告がありました。

果」と題して、道東自動車道「トマム IC」から「十

最後に、吉林省交通科学研究所の王麗勛氏から「自

勝清水 IC」までの開通に伴い、日勝峠とのルート選

動融雪システムの寒冷地域特殊道路への応用に関する

択 に よ る ド ラ イ バ ー の 心 理 的 負 担 指 数（Index of

研究」と題して、自然エネルギーを用いた融雪システ

Mental Burden for Driving）ついて調査した報告があ

ムの発表がありました。本システムは、太陽光の熱エ

りました。

ネルギーを地下の蓄熱体に貯蔵し、冬期間必要な時の

この中で、日勝峠を通行するよりも道東自動車道を

融雪に用いるものです。重要なことは、再生可能なエ

通行する方が心理的負担指数が71% と減少する傾向

ネルギーを用いた環境に優しい技術開発であり、今後

が現れたこと、また支払い意志額を求めたところ、

の実用化にむけて準備を行っているとの報告がありま

957円となり、同区間の通行料金700円を上回る結果と

した。

なったことが報告されました。

本セッションでは、除雪･冬期路面管理に対するそ
れぞれの立場からの研究内容が報告され、地域におけ
る冬期間の気象特性を考慮した研究がなされているこ
とが感じられました。
˒ȅ̤ͩͤͅ
２日間にわたり行われたワークショップを通じて、
中国と北海道では降雪量や雪質などが異なるものの、
冬期道路に関する技術は課題や基礎的な調査、解析手
法などについて共通する部分も多く、継続的な技術交
流および情報交換は、両国に大きな成果をもたらすも
のと感じられました。
次回のワークショップは、来年、中国黒竜江省で開
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催される予定です。寒地土木研究所としても、このよ
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うな国際会議に積極的に参加し技術力の向上に努めた

2003

いと考えています。

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/geppou/

なお、日本と中国で漢字表記、および字体に差があ
り、基本的に本文では固有名詞などは原文を尊重しま

ceri/0005512120.html
３）原文宏、新谷陽子、伊東靖彦、阿部修、カマリディ

したが、JIS 規格上表記できないものや日本式表記の

ン：第２回日中冬期道路交通ワークショップ報告、

方が理解しやすい箇所については、筆者らの判断で適

雪氷66（1）、
（社）
日本雪氷学会、pp.75-79、2004

宜修正しました。この判断は中国語の理解不足により

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/thesis/

不統一がある可能性があることをお許しください。

setuhyo/0010774000.html

最後に、今回のワークショップに参加され、お世話に

４）田口史雄、平澤匡介、伊東靖彦：第４回日中冬期

なった方々に感謝の意を表し報告とします
（ৢ૯Ƚ˕）
。

道路ワークショップに参加して、北海道開発土木
研究所月報 No.633、2006．

४ࣉࡃ

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/geppou/
ceri/0005802080.html

１）岳本秀人：日中冬期道路交通ワークショップ開催

５）小笠原章、林田宏、日下部祐基、伊東靖彦、安倍

さ れ る、 北 海 道 開 発 土 木 研 究 所 月 報、No.588、

隆二：第５回日中冬期道路交通ワークショップに

pp.74-75、2002

参加して、寒地土木研究所月報、No.646、pp.54-60、

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/geppou/

2007

ceri/0005405100.html

http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/b-nw-200703-

２）木村裕、宮本修司、布施浩司、伊東靖彦：第２回
日中冬期道路交通ワークショップに参加して、北
海 道 開 発 土 木 研 究 所 月 報、No.607、pp.38-44、

workshop.pdf
６）伊東靖彦、石田樹、吉田行、三田村浩、小笠原章：
第６回日中冬期道路交通ワークショップに参加し
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て、寒地土木研究所月報、No.654、pp51-58、2008

９）橋本聖、西本聡、林宏親：トレンチャー式撹拌工

http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/b-gp-200711-

法における調査･設計･施工の留意事項〜スムーズ

ws.pdf

な施工･確かな改良地盤を構築するために〜、寒

７）松下拓樹、松澤勝、伊東靖彦、加治屋安彦：斜面

地土木研究所月報、No.666、pp.25-31、2008

積雪が雪崩予防柵面をすり抜ける現象の発生条件、

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/geppou/

寒地土木研究所月報、No.665、pp.10-17、2008

jiban/0016037050.html

http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/b-gp-200810-

10）竹内政夫、石本敬志、野原他喜男、福沢義文：降

surinuke.pdf

雪時の高い地吹雪の発生限界、日本雪氷学会秋季

８）城戸優一郎、西本聡、林宏親、橋本聖：セメント
改良した泥炭の改良強度に与える養生温度の影

大会講演予稿集 昭和61年度、p252、1986
11）竹内政夫：吹雪時の視程に関する研究、北海道開

響、寒地土木研究所月報、No.663、pp.11-18、2008

発局土木試験所報告、No.74、35p、1980

http://thesis.ceri.go.jp/center/info/geppou/

http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/b-ho-198008-

jiban/0016034030.html

takeuchi.pdf

葛西

聡＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
上席研究員

松島

哲郎＊＊＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム･地域景観
ユニット
（兼務）
研究員

寒地土木研究所月報

№670

2009年３月

安倍

隆二＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
主任研究員

橋本

聖＊＊＊＊＊

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地地盤チーム
研究員
技術士
（建設）

伊東

靖彦＊＊＊

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）

佐々木

憲弘＊＊＊＊＊＊

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

51

