
　平成19年８月15日から18日に中国・呼和浩特（フフ
ホト，Hohhot）で第６回日中冬期道路交通ワーク
ショップが開催された。このワークショップに寒地土
木研究所から高木（所長）、小笠原、石田、伊東（以上、
寒地道路研究グループ）、三田村、吉田（以上、寒地基
礎技術研究グループ）の６名が参加したので、ワーク
ショップの概要と中国の道路事情などを報告する。

　日中冬期道路交通ワークショップは、日本及び中国
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る。
　2002年、PIARC 国際冬期道路会議札幌大会にあわ
せて札幌で第１回ワークショップが開催され、これ以
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降毎年日中交互に開催されている。これまでの開催地
を に示す。なお、これまでの開催概要は既
報１）２）３）４）５）を参照されたい。
　第６回となる今年は、内蒙古自治区の省都・呼和浩
特で内蒙古交通設計研究有限責任公司の主催で開催さ
れた。位置を に示す。開催地・呼和浩特は人口
213万人で、街では至る所で内蒙古自治区成立60年の
垂れ幕等が掲げられ、祝賀ムードとなっていた。

　日中冬期道路交通ワークショップ（研究討論会）は、
16日および17日午前に内蒙古大学内の学術会議セン
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ターで開催された。
　発表件数は、中国側10編、日本側９編であった。
　参加者は日本からは当研究所、（社）北海道開発技術
センター、北海道大学、札幌建設運送（株）等19名、中
国からは内蒙古自治区、新彊ウイグル自治区、遼寧省、
吉林省、山西省、河北省、黒竜江省等の研究所、大学
などから約30名であった。

　研究討論会では、はじめに内蒙古交通庁から歓迎を
含めた開会挨拶があった。この中で、内蒙古自治区の
地域、経済、道路概況が紹介された。
　内蒙古自治区は1947年に中国で初めての少数民族自
治区として成立したこと、広さ118万㎞2で国内３位の
広さを誇ること、55民族と2,392万人の人口を有する
こと、鉱物資源が豊富で135種類が産出されているこ
と、1,255㎞の高速道路と2,424㎞の１級道路を管理し
ていること、今年度の財政収入が720億円で前年度比
20％増であり、この金額は中央政府に拠出している金
額を大きく上回ることなどが示された。
　続いて、（社）北海道開発技術センター会長、佐藤馨
一氏から内蒙古自治区成立60周年に対する祝福のコメ
ントとともに、日中の技術的交流も同様に長期的に続
けていきたいとの意志表明がなされた。また、上海の
磁気浮上鉄道を引き合いに、交通システムの安全性は
今後益々重要となってくるとの見解が示された。

　この基調講演の後、各課題についての発表へと移った。
　各課題発表は参加者の日程等の都合もあり、テーマ
別のセッションとはならず、順不同であった。

　16日午前の会議では、４題の発表が行われた。
　日本側からは（社）北海道開発技術センターの阿部正
明氏と斎藤新一郎氏がそれぞれ道路緑化樹の保育手法
に関して発表した。このことについて、中国側からは
未だ緑化まで手が回っていないので今後の参考にした
いとのコメントや、塩害に強い樹種、堆雪害による草
枯れへの対策についての質問があった。
　中国側からは２題の発表があった。
　北京中咨正達交通工程科有限公司の陳倬氏から道路
の安全施設の設計について発表があり、このうち吹雪
による視程障害対策として防護柵の整備や高反射式標
識を整備していることについて紹介があった。ちなみ
に高反射式標識は日本製とのことである。
　また、内蒙古交通設計院路橋研究所の路再宏氏から
は繊維材料を混合したアスファルトコンクリートの性
能について発表があった。

　続いて、26日午後の会議では10題の発表が行われた。
　日本側からは、交差点に記号を記した目印を設ける
ことで道に不案内なドライバに対するホスピタリティ
向上を図った事例、冬期旅行時間の信頼性向上が観光
行動の活発化に重要であることを定量的に分析した事
例、北海道におけるアスファルト舗装構造、日本にお
ける着色アスファルト材料の利用法とその品質基準、
寒冷地における橋梁床版の劣化とその補修について発
表があった。

　このうち、石田（寒地道路保全チーム 総括主任研究
員）が発表したアスファルト舗装構造に関連しては、
中国側から凍結深さの算出方法について質問があった。
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　中国側からは３題の発表があり、内蒙古の王亜軍氏
からは路盤のセメント安定処理にポリプロピレン繊維
を混入して強度を増加させた例が紹介された。
　吉林省の丁同強氏からは長春市内における交通事故
事例について原因分析の発表があった。発表事例では
トラック貨物の過積載による挙動遅れが主因と分析さ
れていた。
　中国では自動車販売台数が世界第二位になるなど、
急速に自動車交通への依存が進んでいるが、諸制度や
慣習がそれに追いついていないようである。たとえば
法律面では2004年５月１日から改正交通安全法が施行
され、初めて「人命保護」と「歩行者優先」の理念が
明記された具合である。
　また、発表の中で冬期間の事故死者が夏に比べて多
いことが紹介された。（北海道では冬期間事故死者数
は減少する８）。）この原因として、冬期間の走行速度が
高いこと、夏タイヤで走行する車両が多いことが説明
されていた。冬期間にノーマルタイヤでの走行が多い
ことは驚きであり、交通事故の削減にはインフラの整
備だけでなく、車両側のレベルアップも必須であると
感じられた。

　最後に、熊谷勝弘氏（（社）北海道開発技術センター
理事長）によって会議総括が行われ、発表課題のいず
れもが地域特性を考慮した研究であり、今回のワーク
ショップにおける技術交換が、友好親善を深める上で
も必要である旨が述べられた。この後、次回開催地紹
介が行われ、ワークショップ（研究討論会）は盛況のう
ちに終了した。

　全体を通して、特に中国側から日本側の発表に対し
て多数の質問があり、熱心な議論が行われた。

　中国側の発表では、遼寧省交通勘測設計院の王青氏
から冬期における高速道路の交通安全確保のため、高
反射式標識による視認性の向上、ネット配信や電話に
よる道路気象情報の提供システムに関して報告があっ
た。また、トンネル防災施設の給水システムについて、
極低温条件への対策として断熱材による保温を行って
いる事例が紹介された。
　遼寧省交通勘測設計院の王奕鵬主任からは遼寧地区
の高速道路建設に際し、路床の耐凍性を向上させるこ
とを目的に粒状材料の室内試験を行い、密実な骨材配
合および振動転圧が効果的であること、セメント安定
処理がより効果的であることが発表された。
　新彊交通科学研究院の黄克超氏からは PC箱桁であ
る新彊伊犁川大橋を張出し工法で架設した際に発生し
たクラックの原因について、温度や乾燥による収縮の
影響についての検討結果や鉄筋量の増加による対策に
ついて発表がなされた。打設後の養生方法が原因と考
えられ、寒冷乾燥地域では厳重な施工品質管理が必要
であると感じた次第である。

　明けて、17日午前中は日中あわせて5題の発表が行
われた。
　日本側からは、改質セメントおよび各種混和材によ
るコンクリートの高耐久化、道路防雪林の防雪効果に
ついて発表した。
　このうち吉田（耐寒材料チーム 研究員）が発表した
改質セメントについては、寒冷地での耐久性向上効果
や混和剤の種類について中国側から質問があった。
　伊東（雪氷チーム 主任研究員）が発表した道路防雪
林については、中国側から樹木と道路との最適距離、
林帯内の他用途への利用、防雪盛土工法との併用、広
葉樹の利用実態などについて、熱心な質問があった。
質疑時間では収まらず、セッション後の休憩時間中も
担当者同士で討論することとなった。
　防雪林は他の施設と違い「生き物」を用いた工法で
あり、現地環境に応じて細部は検討する必要がある。
「針葉樹の生育が可能か？」など、中国各地の植生事
情についての情報も乏しく、十分な議論ができなかっ
たことが残念であった。今後の交流の継続と議論の積
み重ねによって、この点は解消されていくことを期待
したい。
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　高速道路では、ほぼ全線にわたって温度応力クラッ
クが十数メートル間隔で発生していた。シール材でこ
まめに補修はされているものの平坦性は劣悪で、マイ
クロバスの最後部座席に乗車していた筆者の臀部に大
きなダメージを与えた。中国の舗装設計基準では表層
と基層の合計厚さは最大で20㎝程度とのことで、過積
載車両が走行する状況にあっては路面状態も納得であ
る。中国の交通インフラ整備は、規格の低い材料と設
計で建設費用を下げ道路整備延長を必死に延ばしてい
る、との印象を受けた。この低規格交通インフラの上
を、欧州と日本の高級乗用車が多数走っているのも強
く印象に残った。これらの車は中国との合弁会社で製
造されたものがほとんどとのことである。

　またこれまでのワークショップに比べて中国人の発
表に対する中国人からの質問も多かった。回を重ねる
につれて中国人同士も交流が深まってきた証拠といえ
る。
　ただ今回は１題あたり10分程度の発表時間であり、
通訳の技術的課題もあって、十分に日中双方の意志疎
通ができなかった。このためか、実質的な意見の交換
はコーヒーブレイクあるいは夕食後の自由時間などに
も行われ、時間の制約で十分に議論できなかったテー
マも多い。次回は十分な討議時間と休憩時間をスケ
ジュールに盛り込んでいただきたく思う。時間をかけ
たテーマ別のグループ討議も今後の一案であると思わ
れる。
　発表内容についてみれば、日本からの発表はケース
スタディ的なものが多く、中国側からの発表は、フレー
ムワーク的なものが多かった。この状況はこれまでの
ワークショップと同じである。また中国側の発表では、
個別技術についてその根拠明示がなされておらず、内
容について深い議論ができなかったことが残念であ
る。
　その中で、中国側の発表をキーワードで列挙すれば、
交通安全、材料疲労、凍上対策などが挙げられる。い
ずれもこれまで北海道で培ってきた寒冷地土木技術が
生かされる部分であり、今後の研究交流に期待したい。
　

　研究討論会に続き、中国国内の道路現地視察が行わ
れた。現地視察では、17日午後～ 18日の１日半を掛
けて呼和浩特～伊克昭盟までの往復約600㎞を走行し
た。
　包頭市内を除き、大半は高速道路での走行となった。
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　また走行中、至る所で補修工事も行われていた。
　高速道路の法面は、自然石またはタイルのようなも
ので表面処理されており、コンクリート法枠の使用や
芝生などによる緑化はなかった。
　また、北海道で一般的なガードロープは使われてお
らず、総てガードレールであった。これも冬期間の降
雪量が少ないためと思われる。
　車両の方では、相変わらず多くの車に過積載が見ら
れた。これが路面凹凸の主たる原因と思われる。中に
は荷台上に８台のトラックを積んだ過積載も見られ、
車両幅以上にはみ出して貨物が積載されていた。これ
が中国で合法的な積載方法かどうかわからない（日本
では道路交通法により車両幅を超える貨物積載は禁
止）。それでも前々回のワークショップ開催地・長春
周辺４）に比べ全体的に過積載の程度は緩やかなもので
あった。

　また、高速道路の両側には幅の広い植樹帯がもうけ
られている。一見、防雪あるいは防砂が目的と思われ
たが、単に緑化が目的とのことであった。よく目を凝
らすと畑等に無断で転用されていると見られる箇所も
多かった。
　走行途中２カ所の橋梁の新設現場が見られた。バス
から見える橋梁は単純桁が多かったが、建設中の２橋
梁は連続桁でＰＣ桁のようであった。架設はオールス
テージング工法で、支保工は単管と木材の組み合わせ
であり、 に赤く見える支保工は木材ではなく
赤っぽく錆びた単管であった。

　ここでは中国滞在中に見聞した、道路事情について
述べたい。
　 は呼和浩特市内の市街幹線道路の状況であ
る。中国国内は右側通行となっており、車道部と歩道
部の中間には、自転車、原動機付き自転車、軽三輪、
馬車等が走行する低速車線が存在している。中国国内
では朝から夕方には通勤通学用あるいは市内用務用の
自転車、夜間を中心に近郊からの農産物販売のため軽
車両の走行が多い。これらの車両は日本では車道の左
端を走行することと定められているが、速度差がある
ため車道を走行するにも危険が高い。中国では軽車両
の交通量が多く、低速車線の設置は交通安全に機能し
ているように思われた。この低速車線は呼和浩特以外
の街でも見られた。
　街中の案内標識は、中国語と内蒙古文字が併記され
ている（ ）。新彊ウイグル自治区ではウイグル
文字と併記されており、表記は中国国内の地域差が大
きい。
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●市街美化
　中国でのワークショップは３回目になるが、今回初
めて分別収集用の公共ゴミ箱が至るところで見受けら
れた。分類は再利用可能か、不可かという大雑把なも
のであった。ただし、厳密に分別が守られているとこ
ろまではいかないようである。
　このほか、市街地の歩道端には鉢植えの花壇が設け
られている所も多かった。この地域の気象からはこれ
らの花々を育てるには散水作業は必須と見られる。中
国では水需要が切迫していることもあり、植栽内容に
ついては一考の余地があると感じられた。

　さらに市街地郊外の古い町並み（レンガ造りのバ
ラック街）は道路から直接見えないように、フェンス
や壁で覆われていた。ガイド氏曰く「外からのお客さ
んに失礼が無いように」とのことでしたが、中の住民
にとってはいかがなものであろうか？

●交通社会実験
　帰路、乗り継ぎのために立ち寄った北京市では、オ
リンピック開催を来年に控え、交通量と空気浄化の関
係を測定する交通規制社会実験が17日から４日間の日
程で行われていた。
　実験期間中の午前６時から午後12時まで、奇数日は
ナンバープレートが奇数、偶数日は偶数の車両を制限
するもので、警察、消防など特殊車両、バス、タクシー
は除外されていた。街角には警察官が立哨し、違反車
両を取り締まっていた。
　ガイド氏によると交通の流れはいつもよりもかなり
良いとのことで、空港とホテル間は快適に移動するこ
とができた。また北京空港と都心の間は大量公共輸送
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される。お猪口のような杯であるもののかなりこたえ
た。このままでは日本側の敗北必至と見て、こちらか
らも乾杯攻撃を若手四人衆が積極的に仕掛けた。先方
の戦意は明らかに低下し、反撃以降停戦状態となった
ため、今回は一人の酩酊者もだすことなく終わった。

　なお、次回のワークショップは来年の夏に札幌およ
び旭川周辺で開催される予定である。
　最後に今回のワークショップに参加され、お世話に
なった方々に感謝の意を表し報告を終わりたい。

　漢字表記は、日本と中国で字体に差がある。本文で
は固有名詞等は原文を尊重したが、ワープロの都合上
表記できないものや日本式表記の方が理解しやすい箇
所については、筆者の判断で適宜修正した。この判断
は中国語の理解により不統一があることをお許しいた
だきたい。

１） 岳本秀人：［研究所ニュース］日中冬期道路交通
ワークショップ開催される、北海道開発土木研究
所月報、588、pp.74-75，（独）北海道開発土木研究
所、2002

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、607、（独）北海道開発
土木研究所、2003

３） 原文宏、新谷陽子、伊東靖彦、阿部修、カマリディ

機関がなかったため、オリンピック開催に間に合わせ
るべく高架式鉄道を急ピッチで建設中であった。

●夜の技術交流
　夕食後、ゲストハウスの自室に戻ると中国側参加者
から電話で発表論文に関して議論したいとのお誘いが
あった。そこで石田、三田村が彼らの部屋に赴き、１
時間以上にわたる夜の技術交流会が開催された。
　話してみると、昼のワークショップだけでは我々の
発表内容は全く彼らに理解されておらず、改めてワー
クショップの運営方法の改善の必要性を感じた。
　この中で、中国の橋梁の設計資料は、アメリカを準
用して日本のも参考にしている。耐震設計は一部の地
域でのみ実施している。等の話を聞くことができた。
　中国は現在道路の建設ラッシュだが、将来の維持管
理について大いに興味があり、当研究所で発表した床
版の劣化についてはもっと勉強したいとのことでし
た。このような小グループでの検討会があったら、もっ
と相互に理解ができたのではと思った。
　また、先方の日本に対する技術的関心は非常に高く、
寒地土木研究所が日中技術交流において果たすべき役
割を再認識させられた。

●乾杯（qian-bei）
　「夕食の際にはアルコール度数の高い酒で乾杯が幾
度となく繰り返され、過去に訪中した日本人が何人も
餌食になっている」との情報を訪中前に聞き、多少身
構えて歓迎晩餐会に臨んだ。
　宴が進むと日本人デーブルに中国側参加者が入れ替
わり立ち替わり杯を持ってやってきては乾杯が繰り返
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６） 安本達征、大島淳一：第11回国際冬期道路（2002 
PIARC 札幌大会）について、ゆき、47、pp78-87、
（社）雪センター、2002

７） 佐々木晴美：第７回寒地開発に関する国際シンポ
ジウム（ISCORD2004）の札幌開催報告、ゆき、58、
pp.38-40、（社）雪センター、2005

８） 国土交通省北海道開発局道路維持課・（独）土木研
究所寒地土木研究所：平成18年度版北海道の交通
事故国道統計ポケットブック、pp.25-26、2007
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雪氷、66（1）、pp.75-79、（社）日本雪氷学会、2004

４） 田口史雄、平澤匡介、伊東靖彦：第４回日中冬期
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、（独）北海道開発土木研究所、
2006

５） 小笠原章、林田宏、日下部祐基、伊東靖彦、安倍
隆二：第５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、No.646、（独）土
木研究所寒地土木研究所、2007
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