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Inspection of construction

Tsuyoshi

クイー ンズラン ド鉄道

グレー トバリアリーフのハ ミル トン島から空

路,ブ リスベーン空港に到着,ブ リスベーンは,

クイーンズランド州の州都で,オ ース トラリア

第二の都市である。観光ガイ ドによると,「高

層ビルをヤシの街路樹や色彩豊かな公園が彩り,

郊外には美しい高原や国立公園,ワ イル ドな山

脈や平原が広がる。またゴール ド・コース トヘ

の玄関口でもあり,ま さに “太陽の街"。 大自

然の中の大都会ですg」 とある。空港の トイレ

の ドアに,写真のようなポスターが貼ってあ

る。「E)id you remember to pack the con―

doms?」 とある。エイズが社会問題となって

いるのを実感する。

空港から専用バスでクイーンズランド鉄道 ト

レーニングセンターヘ向かう。空港近 くには馬

がいる。草刈り用,子供の遊び相手,ペ ットと

して飼っている家庭が多いとのこと。 4, 5万

円で購入でき新聞広告によく掲載されていると

のこと。このあたりの家はクイーンズランド州

独特の高床の木造家屋が目立つ。空港近くには

競馬場もある。競馬はこの国では大変人気があ

るが,おおらかなこの国でさえ,入場には服装

が厳 しく,メ ンバーズクラブでは正装が義務付

けとのことである。

ブリスベーンの市街地に入り,バスは目的地

のクイーンズランド鉄道 トレーニングセンター

に到着する。マネージャーからスライ ドを使っ

た会社概要などについてのプレゼンテーション

を受ける。印象的でしかも力説 していたのが,

ここ数年来の大改革の話題。これを断行し,そ

の成果が現れているとのこと。直近の決算にお
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いて単年度黒字を計上 したこと。その大きな要

因は,大幅な人員削減であったこと。この点に

ついては, 日本の国鉄分割民営化の過程でのプ

ロセスと全く同じである。余剰人員対策につい

ての質問が参加者の中から出たが,回答による

と,対策・対応はかなり厳 しいもののようで

あった。

続いて日本語の解説の入ったビデオによるク

イーズランド州の石炭産業に関する説明がなさ

れた。その中で同州は石炭の大産地で,産炭地

から積み出し港までの輸送の主要部を同鉄道が

担当し,その輸送量は年間7000万 トンに達する
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との事である。日本を視程に入れた営業戦略が

なかなか見事である。最後に我々全員にクイー

ンズランド鉄道のロゴの入った濃紺のネクタイ

のプレゼントがあった。今回の旅行のいい記念

品となった。

ブリスベーンの土被りの薄い都市 トンネルの施

行現場について

いよいよ トンネル建設現場の見学である。 2

班に別れ, 1班はそのまま トンネル切羽へ, も

う1班 は現場事務所へ。現場事務所では所長か

ら工事の概要と地質の説明を受けた。本 トンネ

ルは図-1に示すように,土被りの極めて薄い

都市 トンネルである。地質的には岩盤の中を通

過するものの,周辺構造物に対する対応は厳 し

いものがあることが予想された。この対応に興

味を覚えたが,所長の説明では地質分類に対応

したロックボル トによる支保システムと動態観

測により安全に施工が為されているとのことで

あった。地質はアーギュライ ト (細粒砂岩勝ち

互層)が主体で,一部にイグニンブライ トが見

PLAN

図-1 ブリスベーン都市鉄道 トンネル

られるとのことである。事務所にサンプルも展

示してあった。

トンネル見学は夕方 5時間際となり,かなり

タイ トな時間ではあったが,なんとか切羽見学

ができた。参加者は全員ヘルメットを着用して

トンネル内に入った。ガイ ドを含め女性もいた

が,何の トラブルもない。日本では, トンネル

現場に女性を入れたことがニュースになるとこ

ろだ。坑口から切羽までの区間は一部足元がぬ

かるみ悪い部分があるものの,全体には ドライ

で良好な作業環境である。途中に連絡坑がある。

すでに 1本 は貫通 している。切羽ではロー ド

ヘ ッダーが休みなく動いている。地質はアー

ギュライ ト (細粒砂岩勝ち互層)で全体に亀裂

が多いものの安定 しており,掘削も順調に進ん

でいる。湧水はなく,降雨後に多少見られるだ

けであるとのこと。作業員の数も少なく,我々

が見学 した時はオペレーターを含め 3名だけで

ある。およそ日本の トンネル現場とは程遠いイ

メージである。

見学後マネージャーの顔パスで,全員隣の駅
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まで,帰宅を急 ぐ乗客で賑わう鉄道で送っても

らう。現地の生活の一部をかいま見たひととき

であった。

ゴール ド・ コース ト鉄道の軟弱地盤対策現場に

ついて

翌 5月 26日 ,CSIRO訪 間の後,再び同社

のゴール ド・ コース ト鉄道建設現場の施設を

行った。軟弱地盤対策が行われている現場だと

いう。個人的な訪問前のイメージとして,オ ー

ス トラリアに軟弱地盤とはと思っていた。ゴー

ル ド0コ ース ト付近の地形図 (図 -2)を見て

納得 した。多くのラグーンと河川のメアンダー

が認められるのである。

現場見学は 2箇所である。うち 1箇所はすで

に地盤改良が終了し,盛土工事が施行中で,転
圧作業が行われている最中である。もう 1箇所

は,現在地盤改良が最盛期で行われている現場

である。両方の現場共に地盤改良工法として,

グラベル 0コ ンパクション 0パイル (GCP)
工法 (現地ではス トーン・ コラムエ法と呼んで

いた)で施行されている。同方法は,サ ンド・

コンパクション 0パイル (SCP)工 法と基本

的に原理・設計法は同じとされている。日本で

の施行例は少ないようであるが,参加者の年配

の方によると, 日本でも地盤改良工法の初期の

導入段階では用いられていたようである。現在 ,

日本では液状化対策を目的に,類似の工法とし

て,グラベル 0ド レーンエ法が行われている。

現地では写真 4, 5に示すように,かなり初

歩的ではあるが極めて分かりやすい施行が行わ

れていた。つまリケーシングの中にバスケット

強

から砕石を投入する。ある程度投入 した段階で

ケーシングを地盤の中に建て込む,続いてケー

シング内のモンケン (重 り)を 自由落下させる

ことにより砕石を締め固める。これを繰り返 し

ながら所定の深度までケーシングを建て込み,

杭を完成させる。完成 した杭を現地で確認 した

が,な るほど表面で見る限りよく締まっている。

一方,動態観測が行われていた。これは計測

線を決めて沈下,間隙水圧などの測定が小まめ

に計画・実施されていた。動態観測がしっかり

と行われている点については感心 した。

また,現在地盤改良中の現場は地形的にも土

地利用的にも,水はけの悪い後背湿地の中にあ

る。結果として施工断面も低盛土ではあるが幅

広い断面となっていることから,設計・施行上

苦労 していることが伺われた。

作業の状況について少 し触れる。作業員はヘ

ルメットをかぶってはいるものの,半ズボンに

ランニング姿。作業内容から見て危なっかしい。

日本での現場の安全意識から見ると,安全パ ト

ロールの担当者がびっくりする服装である。10

数年前までの土木現場風景である。次に勤務時

間である。我々の訪間は夕方となった。 5時に

なると全員がぴしゃりと作業をやめ,あ っとい

うまに片づけ,帰っていってしまった。日本か

らの見学者が大勢見学中であると言うのにであ

る。施主会社の担当者もいるのにである。全 く

ドライである。

最後に貴重な国民性体験 した後,南半球最大

のリゾー ト地の一つゴール ド・ コース トの中心

地,今夜のホテルのあるサーファーズパラダイ

スヘと向かった。
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図T2 ギールドコースト鉄道位置図
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4.グ ラベル・コンパクション0パイル(Go C.P.)
工法による軟弱地盤改良工事。現地ではス トー

ン・コラムエ法と呼んでいた。

1.ブ リスベーンの都市 トンネル施工現場 2.ト ンネル掘削の切羽で稼働中の掘削機

3.ゴール ドコース ト鉄道の盛土工事

5。 軟弱地盤の改良工事の視察を終えた海外研修の一行 (左端)は筆者
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(写真 1～ 3提供 :鎌 田泰彦 )


