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第11回日中冬期道路交通ワークショップに参加して
切石
住田

亮＊ 金子
則行＊＊＊＊＊

学＊＊
山口

島多

昭典＊＊＊

和哉＊＊＊＊＊＊

井谷

伊東

雅司＊＊＊＊

靖彦＊＊＊＊＊＊＊

発表は、それぞれ自国語で行われ、事前に提出され

１．はじめに

た資料をもとに同時通訳されました。
平成22年９月３日～４日に、帯広市の北海道ホテル

日本側からは、主催者のほか、
（独）土木研究所雪崩・

において第11回日中冬期道路交通ワークショップが開

地すべり研究センター、北海道大学、北海商科大学な

催されました。このワークショップに、寒地土木研究

ど、中国からは遼寧省交通計画設計院、黒龍江省交通

所から多くの研究者が参加したのでその内容について

科学研究所、新疆交通科学研究院、内モンゴル交通設

報告します。

計研究院有限責任公司などから参加があり、その総数
は日中合わせて44名でした。

２．ワークショップの経緯
表－２
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。
第１回ワークショップが2002年に札幌で開催されて
以降、毎年中国と日本とで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。
今回も含め、日本開催時の主催は、東アジア交通学
会、
（一社）
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．ワークショップの概要および参加人数
今回のワークショップでは、基調講演に続き、５つ
のセッションで、中国側６編、日本側９編の計15編の
発表がありました
（表－２）
。
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４．開会式・基調講演
最初に、主催者を代表して北海道開発技術センター
理事長

本多満氏より、本ワークショップを通じて、

冬期道路交通のみならず、両国の発展がなされること
を期待する旨の開会挨拶がありました（写真－１）。
続いて、北海道開発技術センター調査研究部長

金

田安弘氏より「地球温暖化からみた北海道の冬期道路
の現状と課題」と題して基調講演がありました。
地球温暖化が進むに伴い偏差が拡がって極端現象が
増える傾向にあることや、寒冷地では特に最低気温の
上昇が顕著であり超暖冬が頻発すること、気象庁の温
暖化予測では東北以南において降雪量が大幅に減少す

写真－１

本多氏の開会挨拶

る一方で、北海道では大部分の地域で降雪量が増加す
る結果が示されていることの説明がありました。
その上で、今後豪雪や大規模暴風雪の増加のほか、

主任研究員）が「積雪寒冷環境下に長期暴露されたコ

水分の多い降雪が従来の雪崩柵を抜けてしまうスラッ

ンクリートの耐久性評価」と題して、旧十勝大橋およ

シュ雪崩の危険性の増大が懸念されることから、想定

び網走川における暴露供試体の継続調査の状況につい

外の降雪に対応したフレキシブルな除雪体制の整備や

て報告しました。この内、旧十勝大橋は、今回開催地

CCTV 等による交通障害情報のモニタリング、降雪

の帯広市と隣の音更町を結ぶコンクリート橋でした

量の増加に対応した防雪施設の設計等が重要との指摘

が、河川改修に伴う架替で解体した際、桁の一部を苫

がありました。

小牧市の美々暴露試験場に移設して継続調査を実施し
ています。これまでの調査結果として、供用後65年を

５．研究討論会

経過して圧縮強度が増加していることや、中性化がわ
ずかに進行しているものの鉄筋まではまだ余裕がある

５．１

第１セッション：冬期の舗装・材料

こと等を報告しました。

第１セッションは、寒地土木研究所の渡邊
（寒地交

最後に、寒地土木研究所の井谷（寒地道路保全チー

通チーム上席研究員）を座長に、中国側から１編、日

ム研究員）が「高規格幹線道路のトンネル内舗装にお

本側から２編の発表がありました。

ける骨材露出工法の適用に関する検討」と題して、高

最初に、遼寧省交通計画設計院の王吉英氏より「厳

規格幹線道路のトンネル内のコンクリート舗装への骨

寒地域における ERS 鋼橋面舗装の応用に関する研究」

材露出工法の適用性について室内試験や試験施工箇所

と題して、大遼河河口に架設された全長3,326m の斜

の継続調査結果を報告しました。この報告では、骨材

張橋「遼河大橋」の橋面舗装に関する報告がありまし

露出工法は従来のホウキ目仕上げと比べ、すべり摩擦

た。ERS と は、E（Epoxy Bonding Chips Layer

抵抗性や路面のきめの持続性、摩耗に対する耐久性が

（EBCL）
：エポキシ接着チップを含む層）、R（Resin

良好もしくは同等程度であることや、トンネル内にお

Asphalt（RA）
：樹脂アスファルト）、S（SMA：砕石

ける交通事故の発生状況や雪氷の引込長の調査結果か

マスチックアスファルト）から構成される橋面舗装で、

ら、トンネルの坑口から200m の範囲に骨材露出工法

近年、中国で開発されたものとのことでした。橋面上

を適用することが妥当であること等を報告しました。

にエポキシ接着チップを含む層を塗布して、その上に
樹脂アスファルトを敷設し、最後に表層として SMA
を施工する舗装構成となります。今回の採用にあたり、

５．２

第２セッション：冬期の路面対策

第２セッションは、吉林大学交通学院の席建鋒氏を

寒冷地での適用性検討やアスファルト舗装との比較検

座長に、中国側から２編、日本側から１編の発表があ

討の結果、ERS が北方寒冷地域の鋼床版に適してい

りました。

るとの報告でした。
次に、寒地土木研究所の島多
（耐寒材料チーム総括
44

最初に、内モンゴル交通設計院有限責任公司の賈珍
氏より「寒冷地域におけるアスファルト路面温度場予
寒地土木研究所月報
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測モデルに関する研究」と題して報告がありました。
アスファルト舗装の路面温度は耐久性に大きく影響し
ますが、今回、温度センサを埋設して実測し、統計回
帰手法を用いて当該地域に適した予測モデルおよび推
測値が提示されました。温度範囲は－25℃～＋40℃と
のことであり、北海道同様、寒暖の差が大きい分、道
路施設には厳しい環境であることが推測されます。ま
た、積雪時において予測と実測がなかなか合わない状
況であったようです。
次に、寒地土木研究所の切石
（寒地交通チーム研究
員）が「冬期路面管理における光学式すべりセンサの
適用性に関する研究」と題して路面のすべり抵抗計測
機器の比較試験結果について報告しました（写真－

写真－２

切石研究員の発表

２）
。冬期路面管理において、路面のすべりやすさを
的確に把握することは重要です。その方法の一つとし
て近年開発が進められている光学式のすべりセンサ

５．３

第３セッション：冬期の道路・交通計画

は、計測の信頼性や我が国の冬期路面管理への適用性

午後に行われた第３セッションは、内モンゴル交通

に関しては不明であるため、従来のタイヤを用いたす

設計院有限責任公司の賈珍氏を座長に、中国側から１

べり抵抗計測機器と光学式すべりセンサの比較試験を

編、日本側から２編の発表がありました。

行いました。その結果、光学式センサは一定の条件下

最初に、北海道大学大学院工学研究院の岸邦宏准教

においては従来の機器と同様のすべり抵抗を計測する

授から「雪対策費確保を目的としたサーチャージ制の

ことが可能でしたが、路面状態が急変する場合の計測

導入可能性に関する研究」と題して報告がありました。

に課題があることがわかりました。また、本試験では、

無雪期と積雪期の路面状態の違いによる燃料消費量の

凍結防止剤を散布した路面状態の評価についての十分

比較から、積雪期において交通渋滞等による燃費の低

な検証ができなかったことから、凍結防止剤及び防滑

下が明らかになるとともに、札幌の道路利用者を対象

材を散布した路面特性の検証は今後の課題としたい旨

としたアンケート調査から、現在の雪対策のレベルを

報告しました。

維持するために、ガソリン１ℓあたり17円まで追加

最後に、新疆交通科学研究院の任昌瑞氏から「省道

での支払いを受け入れる可能性があることがわかり、

321号線における唾液氷防止対策方案に関する研究」

厳しい財源の制約の中で、有効な方策になり得ること

と題して報告がありました。当該道路は天山山脈の麓

が報告されました。

の海抜2,500 ～ 2,700m に位置しており、冬期は気温が

次に、黒龍江省交通科学研究所の李文波氏から「凍

マイナス40℃に達するなど、日本に比べて低温で、厳

結路面における黒龍江省高速道路走行スピード管理に

しい気象環境となるとのことです。唾液氷とは、比較

関する研究」と題して報告がありました。同省の高速

的流量の少ない冬期間に道路と平行、あるいは交差す

道路延長は、約1,000km（2006年）から約3,800km（2011

る河川や泉が結氷し、後から流下する水分によって氷

年）と５年間で３倍以上になっており、速度超過によ

が厚くなり、ついには道路を覆ってしまうこともある

る事故も大きく増加しています。積雪寒冷期の車両速

現象とのことでした。延長54km の中に４か所ほど危

度の調査からは好天時に比べて相対的に速度が低くな

険な箇所があり、
改築設計の際に橋梁の延長や氷留堤・

っているものの、制限速度は上回っている状況で、積

防氷柵の設置等の対策がとられているとのことでし

雪寒冷状況にあわせて視程や路面の性能、道路線形等

た。日本では見られない現象であり、いくつもの質疑

の諸要素を総合的に配慮し、合理的な区間制限速度を

を通して、ようやくその物理過程が理解出来た次第で

提言することで交通安全を図っていきたいとの報告が

す。

ありました。
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「除雪車に対する一般車両の意識と
行動特性」と題して、除雪車が関係する事故の効率的、

寒地土木研究所月報

№716

2013年１月 

45

効果的な対策検討のために行った一般車両ドライバー

５．５

第５セッション：道路環境／道路建設

へのアンケート調査から、一般ドライバーの除雪車に

最後の第５セッションは、新疆交通科学研究院の劉

対する危険性の認識や除雪車に遭遇したときの認識距

建氏を座長に、中国側から１編、日本側から２編の発

離などを知ることができ、また、除雪車に取り付けた

表がありました。

ドライブレコーダー映像の解析から、除雪車を追い越

最初に、吉林大学交通学院の席建鋒氏より「積雪寒

す際の車間距離や追従走行時間などの一般車両の行動

冷条件における高速道路可変情報パネルの減速有効性

特性を把握することができ、これらの知見を基に、よ

とその改良対策に関する研究」と題して報告がありま

り効果的な事故対策の検討が期待できることを報告し

した。高速道路上の可変ではない制限速度標識と可変

ました。

情報パネルのそれぞれの設置前後の観測比較から可変
情報パネルがより減速効果が大きいことや、運転手へ

５．４

第４セッション：吹雪対策

翌日午前に行われた第４セッションは、土木研究所

の作用効果を高めるため情報提供の即時性や多様変
化、反復表示等が重要との指摘がありました。

の伊東
（雪崩・地すべり研究センター主任研究員）を座

次に、北海道開発技術センターの永田泰浩氏より「視

長に、中国側から１編、日本側から２編の発表があり

界情報提供システムを用いた雪氷障害把握の可能性に

ました。

ついて」と題して、視界情報提供システム（RVIS）に

最初に、新疆交通科学研究院の劉建氏から「塔城老

関する報告がありました。RVIS は、道路上の CCTV

風口地域における吹雪量の観測実験に関する研究」と

カメラから静止画像を抽出し、道路上の視界状況を自

題して、吹きだまりによる交通への影響を防ぐための

動判別するものです。北海道沿岸部の道路を対象に降

現地調査や野外実験、模型実験および検討に関する報

雪状況と自動判別した視界状況の比較を行った結果、

告がありました。当該地域では2009 ～ 2010年の豪雪

人間が画像を見て判別した場合と同じ程度の正確さで

で大きな影響があり、降雪対策・吹雪対策が進められ

現地の視界状況を把握できていたとの報告でした。中

ています。また模型実験にあたっては先行する日本の

国側からの砂嵐に対する適用可能性の質問に対し、現

既往研究の知見も得ているとのことでした。

在、霧に対する適用を研究中であるとの回答がありま

次に、寒地土木研究所の金子
（雪氷チーム主任研究

した。

員）が「切土・盛土道路における吹きだまりの発達に

最後に、土木研究所の伊東（雪崩・地すべり研究セ

関する研究」と題し、石狩吹雪実験場内で平成21 ～

ンター主任研究員）が「最近の日本における雪崩事例

23年度の３冬期に実施した吹雪時の吹きだまり観測結

と特徴」と題して報告しました。日本全国に２万箇所

果について報告を行いました。観測の結果、切土道路

以上「雪崩危険箇所」があり、そのほとんどが未対策

では盛土道路と比べて顕著な吹きだまりが発生したこ

の斜面である状況を説明し、冬期利用形態の変化、雪

と、また、切土道路の吹きだまりの深さは、吹雪毎に

崩に関する知識を持つ人材の育成、避難体制の構築、

条件が異なるため吹雪の継続時間との関係は一様では

冬期地震への対応などに課題がある現状を述べました。

ないものの、
累計の吹雪量とは概ね比例の関係にあり、
今後、吹雪量が吹きだまり予測の有効な指標となる可

６．閉会式

能性があること等を示しました。
最後に、北海道開発技術センターの斎藤新一郎氏よ

閉会式では、新疆ウイグル自治区交通庁副所長の李

り「異常な大雪による庭木および造林木の被害
（2011

学東氏が次回開催地の代表挨拶をされました（写真－

－12年）とその対策」と題して、報告がありました。

３）。新疆ウイグル自治区は、８か国と国境を接する

昨冬の岩見沢市～三笠地方での局地的な豪雪に際し

広大な土地に、６割を少数民族が占める2,200万人が

て、現地では庭木や造林木に関しても幹折れ、倒伏・

暮らしていること、寒暖の差が大きく果実の栽培が盛

幹曲がり、枝折れ等の多様な雪害が雪解け後に明らか

んであること、開催地のウルムチでは都市化が急速に

になりました。今後の対策として、竹＋縄の囲い、雪

進んでいること、冬期に天山山脈で交通が分断されて

吊り、裾枝打ちの実施や、被害の軽度な造林木に対す

しまう課題を抱えていること等が画像と共に紹介され

る添え木、当て木による回復等が提案されました。

ました。
最後に、主催者を代表して柳屋寒地土木研究所長が
閉会の挨拶を行い、ワークショップは閉会となりまし
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た
（写真－４）
。
７．十勝の環境エネルギー技術セミナー
ワークショップの閉会後、同じ会場にて NPO 法人
十勝エネルギーネットワークおよび北海道開発技術セ
ンターの主催による「十勝の環境エネルギー技術セミ
ナー」が開催されました。農業を基幹産業とする十勝
地方では、そこから発生する農業残渣等を活用したバ
イオマスエネルギーの開発・実用化が進められていま
すが、中国においても自然エネルギー導入の機運が高
まっている背景を踏まえ、ワークショップ参加者に紹
介するもので、十勝管内で自然エネルギーの利活用に

写真－３

李学東氏による次回開催地代表挨拶

取り組む方々を中心に８テーマの報告がありました
（表－３）
。
寒地土木研究所からは「積雪寒冷地におけるバイオ
ディーゼル燃料適合性調査」と題して、山口
（寒地機
械技術チーム主任研究員）が報告しました。寒地機械
技術チームでは、バイオディーゼル燃料を除雪車両に
使用する場合の機関始動性、加速、出力、牽引力、排
気ガス等について、調査を実施しました。バイオディ
ーゼル燃料は、植物油脂を原材料とし、家庭や事業者
より排出された廃食油を回収し精製した軽油の代替燃
料です。調査の結果、バイオディーゼル燃料は、軽油
と比較し、加速、出力、牽引力は同等ですが、低温時
の機関始動性は若干劣り、燃料消費量が悪化するもの
の粒子状物質は大幅に減少するクリーンエネルギーで

写真－４

柳屋所長の閉会挨拶

あることを示しました。
今回紹介された取り組みの多くは、一般市民を含む
地域の多様な主体の連携によって成り立っており、新
たな地域活性化にも繋がっています。中国の研究者・
技術者への先駆的な試みの紹介や意見交換を通じて、
双方の参加者が開催地の素晴らしさを認識する貴重な
機会になったものと確信します。
８．おわりに
２日間にわたり行われたワークショップを通じて、
冬期道路交通に関する課題や技術の奥深さ、多様性を
改めて感じました。広大な中国における課題の中には
北海道では想像し難いスケールの大きなものもありま
すが、これまでに北海道における調査・研究で得られ
たノウハウが有効なものも数多くあると感じます。

表－３

十勝の環境エネルギー技術セミナー次第

㐿ળᜦ
චൎⅣႺ䉣䊈䊦䉩䊷䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇭✬↰㩷ᾖ⨃
⻠Ṷ
ᏪᐢᏒ䈮䈍䈔䉎ᄤ䈺䉌ᴤ䈱࿁䈫㪙㪛㪝ㅧ
㩿ᩣ㪀䉣䉮㪜㪩㪚䇭㠽ᧄ㩷㗅ሶ
㪙㪛㪝䉕ᵴ↪䈚䈢䊋䉴ㆇⴕ
චൎ䊋䉴㩿ᩣ㪀䇭㐳ᴛ㩷ᢅᒾ
ᑪ⸳ᬺ䈪䈱㪙㪛㪝䈱↪
ᤘᎿᬺ㩿ᩣ㪀䇭↰㩷㦖৻
Ⓧ㔐ኙ಄䈮䈍䈔䉎䊋䉟䉥䊂䉞䊷䉷䊦Άᢱㆡวᕈ⺞ᩏ
ኙᧁ⎇ⓥᚲ䇭ጊญ㩷
䊋䉟䉥䉣䉺䊉䊷䊦䈱ㅧ䈫↪
䋨⽷䋩චൎᝄ⥝ᯏ᭴䇭ᄢ႐㩷ẖ
ᧁ⾰䊋䉟䉥䊙䉴䋨䊕䊧䉾䊃䋩䈱ㅧ
චൎ䊕䊧䉾䊃දห⚵ว䇭⩲ේ㩷ᥓ⟤
䉣䉮䉧䊷䊂䊮䈱ข⚵
⚡┻䉧䊷䊂䊮䇭⚡┻㩷ᤘ⪲
᷷ᴰ᳓䈫㔐಄ᚱ䉕↪䈚䈢᷷ቶ
䊉䊤䊪䊷䉪䉴䉳䊞䊌䊮䇭ਛᎹ㩷ਯ

各セッションでの質疑・意見交換は限られた時間で
したが、セッション間の休憩時間や会議終了後にも各
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所で情報交換が行われていました。通訳の同席や英語
のほか、筆談や資料を示しながらの身振り手振りが有
効な手段になっていたようです。共通の専門分野で共
通する課題を抱える技術者・研究者として、今後の継
続的な技術交流および情報交換が、双方の課題解決、
更には両国の発展に繋がることが期待されます。
最後に、全体を通じて大活躍いただいた通訳の皆様
をはじめ、今回のワークショップに参加・協力をいた
だいた皆様に感謝の意を表し、報告とします。
写真－５

切石

亮＊

学＊＊

島多

昭典＊＊＊

井谷

KIRIISHI Makoto

KANEKO Manabu

SHIMATA Akinori

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

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・総合技術監理）

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
総括主任研究員

住田

則行＊＊＊＊＊

SUMITA Noriyuki

寒地土木研究所
技術開発調整監付
寒地機械技術チーム
主任研究員
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金子

ワークショップの参加者

山口

和哉＊＊＊＊＊＊

YAMAGUCHI Kazuya
寒地土木研究所
技術開発調整監付
寒地機械技術チーム
主任研究員

伊東

雅司＊＊＊＊

ITANI Masashi

寒地土木研究所
寒地保全技術研究グループ
寒地道路保全チーム
研究員

靖彦＊＊＊＊＊＊＊

ITO Yasuhiko

土木研究所
雪崩・地すべり研究センター
主任研究員
技術士
（建設）
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