報 告

第16回日中冬期道路交通ワークショップに参加して
伊東

靖彦

菊田

悦二

表－2

１．はじめに
平成29年8月22日から24日にかけて、第16回 日中冬

ました。

午前

開会式
記念撮影
研究発表会

午後

技術規範公表会
研究発表会

午前
午後

ワークショップは、中国及び日本北部地域の冬期道

8/24

貴広

内容

田照章ほか計5名が参加しましたので、報告します。
8/23

新保

第16回日中冬期道路交通ワークショップ日程表

8/22

このワークショップに寒地土木研究所から所長の鎌

２．ワークショップの経緯

賢治

日程

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、中華人民共和国吉林省長春市で開催され

佐藤

研究発表会
閉会式
エクスカーション

（終日） エクスカーション

路交通関連技術に関して、議論や交流を通じ技術者間
の相互理解と情報共有の促進を行うことを目的に開催
されています。

吉林省での開催は2005年（第4回）以来、12年ぶり2
回目の開催です2）。

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（表－1）。寒

３．研究発表会

地土木研究所では、2002年（第1回）からこのワーク
ショップに参加し1）、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。

研究発表会は2日間にわたって、新民賓館（賓館=
ホテルの意）で行われました。
日中双方から計21編の発表がありました。全体をオ

表－1

 中冬期道路交通ワークショップの
日
これまでの開催地

開催年

開催地

第1回

2002

日本・札幌

第2回

2003

中国・新彊ウイグル自治区・ウルムチ

ープニングセッションと6セッション（うち技術規範
公表会が1セッション）に分けて発表は進められまし
た。このうち特徴的であった発表について、概要を記
します。

（略）
第14回

2015

中国・内蒙古自治区・シリンホト

第15回

2016

日本・札幌

第16回

2017

中国・吉林省・長春市

第16回ワークショップは、中華人民共和国吉林省長
春市で、吉林省交通科学研究所、季節性凍土地域道路
建設及び養護技術交通分野重点実験室の主催により、
「季節性凍土地域における設計と工事の技術規範」
（以
下、「技術規範」と記します。）公表会と併せて開催さ
れました（表－2）。
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３．１

1日目

1日目午前は、開幕式に引き続いてオープニングセ
ッションが行われました。

発表が行われました。
最初に札幌建設運送株式会社の何暁光氏より北海道
及び遼寧省大連市に設置した事例を基に、バイオトイ

オープニングセッションでは日本側1編、中国側2編

レの冬期間温度低下対策について発表が行われまし

の計3編、続いて行われた第1セッションでは日本側2

た。座長からは、設置費や維持管理費に関する質問が

編、中国側2編の計4編が発表されました。

あり、コスト面ではやや高いとの印象を持ったようで

第1セッションでは当所から耐寒材料チームの菊田
が「表面含浸材を用いたコンクリート構造物表面被覆
材の剥がれ防止」について発表しました。

すが、バイオトイレの有効性に興味を示していたよう
です。
内蒙古交通設計研究院の李広瑞氏からは「大興安嶺

遼寧省交通企画設計有限責任公司の張冠華氏が発表

地域凍土工程地質的特性」と題して、大興安嶺地域の

した「瀋山高速道路コンクリート塩素イオン腐食ルー

特徴として凍土の凍結融解の影響により、地盤の沈下

ルに関する研究」では、北京市から遼寧省瀋陽市に至

や膨張が発生し道路構造物が被害を受けやすいため、

る高速道路のうち遼寧省内の区間（約360km）に設置

凍土の地質特性・凍結融解による沈下特性・地温特性

されている橋梁25橋に関して、コンクリート中の塩化

を分析した凍上被害防止に関する研究について発表が

物イオン分布モデルを構築するにあたり、日本国内で

行われました。印象的だったのは、永久凍土の厚さが

も多く用いられているFickの拡散方程式に、海岸から

この30年で最大1ｍ減少した箇所があり、凍土の保護

の距離による影響を係数として加えることでモデルを

を行う必要がある点でした。

修正し、鉄筋位置の塩化物イオン濃度が発錆限界に到
達する年限を求める手法が紹介されました。
また、アメリカ合衆国運輸省連邦道路管理局道路研

最後に黒竜江省交通科学研究所の崔巍氏より「高速
道路アスファルトコンクリート路面埋め込み式区画線
の適応性分析及び施工技術についての研究」と題して、

究センターの李新軍氏からは、後述するエクスカーシ

道路区画線の摩耗・破損対策として、特殊な路面切削

ョンの視察対象である、鶴大高速道路における湿地の

機を用いて区画線上の舗装を数mm程度切削し、溝内

保全や生態系に配慮した設計手法についてまとめた

に区画線を塗布する埋め込み式区画線の試験結果につ

「鶴大高速道路湿地建造設計序説」が紹介されました。

いて発表が行われました。北海道でも区画線について

この中では、従前と比べて沿道環境への配慮が増して

は同様に除雪によって削られてしまう課題があるた

いるなど、中国における社会情勢の変化が感じられた

め、今後参考にすべきと感じました。

ところです。
1日目午後は「技術規範公表会」
（後述）を挟んで、
第3セッション の発表が行われました。

第5セッションは、中国側2編、日本側2編の計4編の
発表がありました。
最初に当所寒地交通チームの佐藤が「プロピオン酸

当所からは電子タグを用いた車両位置推定に関する

ナトリウムの凍結防止剤としての利用可能性に関する

実験（寒地機械技術チーム 新保）、近年の吹雪量の変

研究」と題して、塩化ナトリウムより環境負荷の低い

動傾向（雪氷チーム 伊東）について、それぞれ発表

プロピオン酸ナトリウムを用いた凍結防止剤の試験結

を行いました。

果について発表を行いました（写真－2）。座長からは、

中国側からは、ゴム入りアスファルトに関する試験
（内モンゴル自治区）、アスファルトコンクリートの選
択法（遼寧省）、強化プラステックによる道路標識に
関する発表（黒竜江省）が行われました。
中国側からの発表はアスファルト舗装に関する発表
が多いのが特徴的で、これまでのワークショップと同
様の傾向でした。施工実績を重ねて、試験的なものだ
けでなく、
アスファルトコンクリートの選択方法など、
実務的な内容が増えてきたとの印象を持ちました。
３．２

2日目

第4セッションは、中国側2編、日本側1編の計3編の
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写真－2

寒地交通チーム 佐藤研究員の発表
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中国でも凍結防止剤の散布による塩害が課題であ
り、今後の研究成果を期待する旨のコメントがありま

コンクリート等の試験法、配合設計法が掲載されてい
ます。
この技術模範は2012年の中央政府・交通運輸庁から

した。
遼寧省交通企画設計院有限公司の王佳偉氏からは

の指示に基づいて、吉林省交通運輸庁が取りまとめた

「現役プレストレストコンクリートホロースラブ橋補

もので、吉林省交通運輸庁の他、哈爾浜工業大学、甘

強技術の研究」と題して、老朽化により撤去したPC

粛省交通計画調査設計研究所有限責任会社など、同じ

ホロースラブ橋を用いた各種補強対策（炭素繊維シー

く積雪寒冷地を擁する地域の機関に属する教官、技術

ト・鋼板接着、等）の押し抜きせん断耐力や曲げ耐力

者、研究者が執筆者となっていました。技術規範公表

の試験結果について発表が行われました。老朽化した

会ではこれらの執筆者が各編の内容を説明されていま

土木インフラの長寿命化対策は、日中共通の課題とな

した。さながら道路設計要領説明会といった趣で、寒

っているようです。

冷地域の各省から多くの技術者が参加されていまし

新疆交通科学研究院の馬磊氏からは「新疆の吹きだ

た。

まり危険地域における防雪柵設置列数に関する研究」
と題して、防雪柵の多列配置について現地調査の結果

５．閉会式

と配置方法に関する研究の発表が行われました。新疆
では高速道路周辺に広大な敷地があるため、道路から

閉会にあたって、次回開催地札幌を代表して、北海

十分に離れた箇所に複数列の防雪柵を設置することが

道開発技術センターの永田泰浩氏が挨拶を行いまし

可能なため、高い防雪効果が得られていました。道路

た。

周辺に十分な用地を確保できない日本の道路環境とは

続いて開催国である中国側を代表して、吉林省交通
科学研究所の 秋波所長から、全体の講評と閉会の挨

対照的といえます。

拶がありました。積雪寒冷地域における道路の建設か
ら維持管理まで、幅広い研究発表により日中双方の技

４．技術規範公表会

術交流が一層深まったこと、今後とも技術交流が継続
1日目午後の研究発表会の間には、技術規範公表会
が開催されました。

することを希望する旨の総括があり、盛況のうちに閉
会となりました。

この技術規範は8章と5つの付録から構成されていま
す。8章の内容は、1総則、2用語と記号、3基本資料調査、

６．エクスカーション

4耐寒セメントコンクリートとセメントモルタル、5路
盤設計と建設、6舗装設計と建設、7橋とカルバート設

8月23日の午後は、長春市から東に300km程度離れ

計と建設、8トンネル設計と建設となっており、道路

た吉林省内の敦化市まで高速道路で移動し、翌8月24

設計、建設に必要な項目が一通り網羅されています。

日は早朝から鶴大高速道路を南下しました（図－1）。

また付録には、気象データ、アスファルトやセメント

写真－3 会場で配付された
「季節性凍土地域における設計と工事の技術規範」
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鶴大高速道路は、吉林省の北に位置する黒竜江省

図－1

鶴大高速道路位置図
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鶴崗市から遼寧省大連市を結ぶ延長約1,400kmの積雪
寒冷地域に建設された主に物流を担う高速道路です。
今回見学したのは昨年（2016年）に開通した延長約
340kmの区間で、建設開始から供用までを約2年で行
うなど本路線の国家的な重要性が伺えます。
途中の六鼎山サービスエリア（SA）では、建設時
に用いられた技術の紹介が行われました。六鼎山SA
の駐車場では、大型パネルが10枚程度配置されて、鶴
大高速道路の開通区間の概要、橋梁やトンネル等の構
造物で採用された技術などについてパネル一枚一枚丁
寧に紹介いただきました（写真－4）
。
本高速道路の建設には、中国国内及び諸外国の積雪
写真－5

寒冷地域における最新の施工技術を多く取り入れてお

高速道路の状況

り、更には近傍の長白山の伏流水や生態系など沿道環
境への影響も十分に考慮したとのことでした。

写真－6

カラー舗装と緑色防護柵

沿道に視点を移すと、丘陵、平野、河川の中州など
写真－4

技術紹介パネルの展示

至る所にとうもろこし畑が存在しており、中国の大人
口の食糧供給が支えられていると感じました。開通し

見学した高速道路は、概ね中央分離帯を含む片側2
車線の構造となっており、日本でも多く見られるもの

た高速道路も農産物輸送で活躍することになると思い
ます。

でした（写真－5）
。一方、付属物ではカラー舗装され

また、時折、高速道路の路肩に車を停めて用を足す

ている箇所があったり、緑色の防護柵などが特に目を

人や、横断する人も見られ、日本ではまず見られない

引きました（写真－6）。カラー舗装の設置理由を直接

光景を目の当たりにして文化の違いに驚愕しました。

確認できませんでしたが、周辺の状況からは急勾配区
間の滑り止め舗装と考えられます。

７．吉林大学との技術交流

高速道路全体の印象としては、2年という工事期間
を感じさせないほど完成度が高く、中国の経済・技術

ワークショップに先立って、雪氷チーム伊東が北海

発展のスピードは目覚ましいという印象を受けまし

道開発技術センターの永田泰浩氏とともに、吉林大学

た。

交通学院を訪問しました。これは同学院の席建 副教

一方見学した区間に都市部はほとんどなく、車窓か

授に招待に応じたものです。席氏は交通安全や冬期道

らの景色は森林や畑など北海道の郊外型高速道路と非

路交通を専門にされており、北海道開発土木研究所（現

常に似たものでした。吉林省内では人口密度の高い大

寒地土木研究所）にも2006年に来所されています。

都市間をつなぐ高速道路は既に完成し、今回の開通区

今回は北海道の吹雪対策や歩行者空間の安全性につ

間もそれを補完してネットワークを形成する部分にあ

いての発表を行い、同学院の学生、席氏から声をかけ

たります。

られた黒竜江省交通科学研究所の技術者と意見交換を
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に、様々な計測機器が設置されていました。計測機器
は輸入品が半分程度でしたが、国産品も増えてきてい
るそうです。8年前に訪れた黒竜江省の研究所 3)に比
べて、国産機器の割合が多くなってきていると感じま
した。
機器が丁重に扱われており、実験室も整理整頓がさ
れています。各機器には説明書きもつけられており、
見習う部分が多いと感じた次第です。
９．おわりに
写真－7

吉林大学での発表状況

今回のワークショップでは、これまでで最もスムー
ズに通訳をしていただきましたが、土木専門用語の通

行いました（写真－7）
。

訳には苦労されていたようです。今回も新彊大学のカ

特に黒竜江省からは、吹雪対策の優先順位や対策方

マリディン氏をはじめ、両言語に堪能な技術者に間に

法の選定方法について質問が多く寄せられました。一

入っていただいて、相互理解を深めることができまし

般に防雪対策は道路建設がある程度の水準や規模に達

た。

してから取り組まれることが多い分野です。中国・黒
竜江省は低温で強風が続く気候であり、高規格な道路
の造成が概成したことから、吹雪対策の重要性が高く
なってきているのではないかと感じました。

今回ワークショップへの参加で、印象的であったの
はここ数年の中国の急激な変化です。
前々回4)と開催地が異なるので地域差がある可能性
もありますが、道路はきれいになり、ゴミも以前に比
べればほとんど落ちていませんでした。交通マナーは

８．吉林省交通科学研究所への訪問

非常に良くなり、前に見られた劇的な過積載の車はな
くなり2)、信号無視も見かけられませんでしたし、歩

ワークショップ前に、吉林省交通科学研究所の実験
施設に訪問する機会を得ました（写真－8）
。

行者の無理な横断も非常に少なくなりました。
一方、中国国内の爆発的な建設段階は峠をすぎた感

実験施設は、長春の郊外にあり、研究所本体とは別

があり、あっという間に維持管理の時代に入ろうとし

の場所に設けられています。寒地土研では郊外に実験

ています。築造の古い高速道路では、これまでの重交

施設がいくつか設けていますが、同じような形と思わ

通による道路の劣化が急速に進んでいます。

れます。

現在、当所では冬期道路の維持管理の高度化や安全

実験施設ではアスファルトや土質の計測機器を中心

性向上に向けた研究を行っています。中国国内の状況
を鑑みると、これから維持管理に係わる技術ニーズは
大きくなると考えられます。ワークショップなどを通
じて技術交流を深めることで、当所の技術が中国でも
活用できる部分も大きくなると期待されます。これか
らも国際貢献や研究成果の最大化に努めていきたいと
思います。
※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。
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