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はじめに1
　去る9月20日～23日、①台湾の内

政部営建署（日本で言えば国土交通

省）、②台北市、③基隆市等の自治体

技術者、④台湾下水道協会、④コンサ

ルタント、⑤施工業者との間で「日台

推進技術交流会」を開催したのでここ

に報告する。

　台湾では、日本の推進技術について

強い関心を示すとともに、台湾各地の

下水道整備において積極的に採用され

ている。台湾で推進業務に当たってい

る日本企業は、高い評価と信頼を得て

いるが、現在、日本の推進関連企業が

担当している各工事箇所において、今

後の台湾における推進工事のあり方を

検討する際、重要な事項となると想定

される技術的課題がいくつか指摘され

ている。

　こうした検討課題について、日本と

台湾の推進技術者が具体的な課題を確

認し、それに対する適正な対処方針に

ついて忌憚なく意見交換をすることが

今回の技術交流会の開催趣旨である。

　今回の推進技術交流会では、台中市

と基隆市で、現在、施工中の推進工事

を視察し、その後、営建署にて台湾で

の下水道の現状、日本の最新推進技術

の紹介、推進工法での技術的課題など

について意見交換を行った。

台中市現場視察と
意見交換会の実施2

　9月21日午後1時30分、新幹線で

台北から台中市に移動した視察団一行

は、営建署が用意した車に分乗して説

明会場・福田汚水処理場に到着。現場

視察に先立って、台中市での下水道整

備状況と今回視察する現場の全体工事

概要について、営建署下水道工程處中

區分處（台中市下水道担当主任技師）
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写真－1　台湾内政部営建署下水道工程処陳仰洲処長より台湾下水道白書や取り組みを紹介したDVDなど記念品を受ける中野会長

　当協会では、今後の海外事業への取り組みを模索する目的で、これまで推進用掘進機
の輸出や推進工事の受注など、海外市場に積極的に取り組んでいる会員を中心に、国内
において情報交換のための勉強会を適宜行って来た。こうした動きの中で、特に日本の
推進技術を早くから世界に先駆けて導入し下水道整備を重点的に実施している台湾につ
いて、双方の更なる発展のため、今後、定例的な推進技術の交流の機会を持つ必要性が
提案され、台湾関係者の意向確認と、現在、日本の企業が関わって進められている工事
現場を視察し、関係者との技術的な課題について意見交換を行うこととした。



66 月刊推進技術  Vol. 25  No. 11  2011

海外視察報告

の黄維徳氏より説明があり、その後、

質疑応答が行われた（写真－2～12、
図－1、2）。

日時 地名 交通機関 行程

９月20日
（火）

13：20　東京（羽田）発
15：45　台北（松山）着

ANA
NH1187

18：00　台北グロリアプリンスホテル 日本側参加者事前打合せ

９月21日
（水）

12：00　台北駅発
13：00　台中駅着

台湾新幹線

13：30　台中福田汚水処理場
14：00　台中市現場視察

16：30　台中駅発
17：30　台北駅着

18：00　彩蝶宴 台湾側主催歓迎会

９月22日
（木）

09：00　出発
10：00　現場着 基隆市現場視察

14：00　營建署５F会議室 日台推進技術交流全体会議

18：00　上海郷村 日本側主催懇親会

９月23日
（金）

13：45　台北（松山）発
18：00　東京（羽田）着

ANA
NH1186 帰国

表－1　台湾訪問日程表

姓名 職務 姓名 職務

中野　正明 日本推進技術協会会長 安田　一成 日本推進技術協会会員

石川　和秀 日本推進技術協会専務理事 刈谷　光男 日本推進技術協会会員

日野　英則 日本推進技術協会会員 森田　芳樹 日本推進技術協会事務局長

松元　文彦 日本推進技術協会会員 小田　泰平 機関誌「月刊推進技術」発行人

王　　建 日本推進技術協会会員 梁　　壽政 アドバイザー

越智　　剛 日本推進技術協会会員 清水　純子 通訳

表－2　日台推進技術交流会　日本側出席者名簿　

所属 氏名（役職）

内政部營建署下水道工
程處

陳仰洲（處長）、於望聖（副
處長）、廖明德（副處長）、
呉峯誼（課長）、陳高孝
（課長）、顏慧敏（課長）、
韓滌凡、何寛宏、呉明忠、
許世群、蔡金盛、陳子文

内政部營建署下水道工
程處北區分處

巫宏偉（分處長）、林進
德（主任）、邱明祺（分
隊長）、陳仰華、林錦綉、
林宜賢、謝智帆、趙燕琪、
郭穎瑜、張庭

内政部營建署下水道工
程處中區分處

呉金和（分處長）、郭耀
西（副分處長）、沈益生（主
任）、黄維德（主任）、郭
秋諒（分隊長）、張鈺芳、
林啓宏、呉敏郎、莊富雄
盧宜豐、藍少村

内政部營建署下水道工
程處南區分處

林厚名（分處長）、陳和照

内政部營建署工務組 葉仁博（組長）

台灣下水道協會

陳光雄（理事長）、江黎明
（秘書長）、傅國 （理事
兼國際交流委員會副主任
委員）、邱德 （常務理事）

台北市政府工務局衛生
下水道工程處

陳永輝（處長）、李志榮（總
工程司）、陳宏銘（副總
工程司）、林順風、呂瑞銘

新北市政府水利局
張延光（局長）、林炎昌（科
長）、陳勝松（技正）

桃園縣政府水務局 李文善、陳昀翔

基隆市政府工務處下水
道科

何忠倫（科長）、陳世芳

中興工程顧問股 有限
公司

陳柏仰、郭寶生、林偉群

萬銘工程科技股 有限
公司

黄台琪（董事長）、陳錬
生（執行董事）、陳其文

台灣世曦工程顧問有限
公司

董智華

亞新工程顧問有限公司 洪士傑

中泱工程顧問有限公司
黄宏順（董事長）、
沈以倫（主任）、蘇群川

永聯工程技術顧問有限
公司

許鎮龍（董事長）

式新工程顧問有限公司 林猷堯（總工程師）

林同 工程顧問有限公
司

陳彦勛（經理）

駿齊有限公司 黄美莉（副總經理）

振添股 有限公司 黄柏諺

永明水泥製品廠股 有
限公司

賴立時（副總經理）

高輝營造工程股 有限
公司

鄭明義（經理）

偉盟工業股 有限公司
李英彰（總經理特助）、
黄達明（經理）

表－3　日台推進技術交流会
　　　台湾側出席者名簿　

写真－2　台中市における現場視察に先立っ
　　て行なわれた説明会の模様

写真－3　台中市の下水道事業の概要と視察
　　現場の説明をする黄維徳氏

写真－4　台中市交流会議参加者
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2.1　工事概要

工事場所：台中市西區模範街1巷13

　　　　　號（英才路）

工 事 名：台中市英才路次幹管工程

　　　　　（一）

発 注 者：内政部営建署

工事概要：φ800mm、φ900mm

　　　　　泥濃式推進工法（礫破砕

　　　　　型）、総延長＝約1,472m

施工担当：ヤスダエンジニアリング㈱

　黄維徳氏の説明要点と交わされた質

疑応答は以下の通り。

▲

呼び径800、延長1,472mの内、

920mは推進完了している。

▲

推進機は4台（3台は日本の泥濃式、

台中市での採用は初めて。1台はド

イツ・HERRENKNECHT社製）を使

用している。

▲

HERRENKNECHT社製は初期段階で

は、面盤が磨耗し僅か40mしか推

進できなかったが、試行錯誤や面盤

改良の結果、現在では最長約70m

の推進が可能となった。掘進機は外

周部ビットの磨耗が激しい。

▲

玉石の取込みを主にする（泥

濃式）か、前面破砕を主にする

（HERRENKNECHT社製）の調査と

検討が必要であろう。

▲
今回視察する現場は道路横断地下

通路に当たって停止している。ま

た、路線は玉石が多く点在し最大礫

径φ1,200mm程度、一軸圧縮強度

Max280MN/m2と考えられる。日

進量は3～6m/日程度。

写真－7　營建署下水道工程處中區分處呉金
　　　　 和分處長の質問に答える中野会長 図－2　英才路次幹管工程（一）計画図

図－1　台中市下水道計画図

写真－5　ヤスダエンジニアリング㈱が
施工中の工事全景　

写真－6　視察の様子
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▲

玉石が多い区間では、玉石が推進管

を突き破って管が破砕されたことも

あった。注入孔の補強や鎧装甲管等

の外面補強についての考え方に日本

の技術との差異が感じられる。

▲

日本では推進深さが土質的に難易度

が高ければ、ポンプステーションな

どの設置を前提に埋設深さの変更も

検討するが、台湾ではそこまでの検

討は行われていないようである。

▲

台湾では管長1,000mmが標準とさ

れており、土質の難易度→推進機械

装備→管長の検討という考え方につ

いて日本の経験とやり方について説

明した。

▲

地盤改良については、初期発進部の

みであり、玉石を薬注等で固定し、

掘進機ビットで破砕するという考え

方を説明した。
▲

日進量の考え方は明確な基準がない

ようであり、日本の基準書（設計積算

要領）を参考に提示することとした。

2.2　質疑応答

日本側より質問-1
　水資源リサイクルセンターに流入さ

れる管線システムに関して、水理を考

慮するために、センターに近づくにつ

れ、推進埋設の深さを深くしていかな

ければならないと思うが、それに伴う

コスト増加や施工の難しさなどの問

題が発生すると思われる。この対応に

ついては、適切な位置にポンプステー

ションなどを設置する対策も考えられ

るのではないか？

●台湾側の回答-1
　ポンプステーションの設置について

は、用地取得やステーションの操作、

管理・メンテナンスに関するコストの

面も考えなければならず、設計時には、

総合的な面から考えていかなければな

らないと考えている。

日本側より質問-2
　現在台中市で行われている本管、副

管、支管敷設工事で直面する問題は？

●台湾側の回答-2
　台中市の下水道管は、下流に向かっ

て管径が大きくなっている本管推進敷

設工事の完了後、引き続き支管敷設工

事へと取り組まれる。しかし、台中市

北側上流部分に向かうにつれ、管径が

小さくなるのに対し、礫や玉石の大き

さは大きくなってくる。そのためこれ

からは厳しい地盤条件での工事となる

と思われる。

日本側より質問-3
　小口径管推進で、礫や玉石に遭遇

するなどの問題が発生した場合の対応

は？

●台湾側の回答-3
　水理的条件に合えば、大きな口径の

管を敷設することも考えている。万が

一水理的条件に合わない場合は、大き

な口径の管の中に小口径管を通す措置

も考慮する。

日本側より質問-4
　ドイツHERRENKNECHT社製マシン

の推進状況は？

●台湾側の回答-4
　初期段階では、面盤が磨耗し僅か

40mしか推進できなかった。しかし、

操作スタッフの技術向上と経験の積み

重ね、また、幾度かの面盤改良を行っ

た結果、現在では最長約70mの推進

が可能となった。

写真－8　立坑築造時に掘り出した玉石 写真－9　玉石をハンマーで叩いてみると硬
い金属音がする 　　　

写真－10　使用される推進管
（φ800mm、管長1,000mm、ステンレスカラー）

写真－11　推進管の内面は防食加工が為さ
れている　　　　　

写真－12　管内から見た裏込め注入口（加
工技術が粗末で折角の防食加工
の効果に疑問が･･･）
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【日本側からの提案事項】
①推進時に、ルーズな玉石が切削面盤

と一緒に動き推進作業に支障をきた

す問題については、地盤改良が必要

である。日進量が異常に遅くなった

場合はそのような要素が考えられる

ので、その時にも地盤改良をした方

が良い。地盤改良の面積は、管上方

1.5m、管の左右と下方は各1m。ま

た、推進時に玉石が動き管を破壊す

るなどの問題については、地盤改良

を行い、玉石を固定する。

②台中の地質に対する推進工事は管径

を大きくすると推進しやすくなる。

また、それにより、全体のコスト削

減につながる利点がある。

③現在は管長1,000mmの推進管が使

われているが、その分、継手部分が

多くなり、推進のリスクも高くなる。

管長2,500mmのRCP管を使うとス

ムーズになる。

④鉄道下の横断推進、礫・玉石など

の地盤や特殊な状況での推進工事で

は、RCPの外側に鋼管で覆うような

複合式管材を使用すると良い。

⑤泥濃式推進工事で、土留め壁の柱

に遭遇してしまったという件につい

て、掘進機の面盤でもコンクリート、

または、鉄筋など特殊設計を考慮に

入れて対応すれば順調に押し出せる

可能性はある。

⑥管長1,000mmの推進管（短管）の

グラウトコックの部分にヒビが入っ

ている。管材の強度は、工事に影響

がでるので、このような管は（使用

を）避けてほしい。

⑦推進管の内に腐食防止のためのPVC

ライニングが施されているが、この

ような方法は日本ではすでに採用さ

れていない。

⑧推進管の鋼製継手部分について、

3S継手を使わず、外側面が平らな

鋼製継手を採用すると良い。

⑨泥濃式掘進機とHERRENKNECHT社

製マシンの相違点として、泥濃式は

玉石などを細かく打ち砕かずに排出

するので、推進距離が長くなる。

⑩推進工事中、管材のグラウトコック

部分が、玉石が食い込んで破壊して

しまう恐れがある、管材の挿入時は、

グラウトコックの部分をなるべく上

方に向かないようにし、コックの位

置は同じ向きにならないよう均一に

配置する。

台湾側主催懇親会に参加3
　台中市の現場視察と技術交流会議を

終え、新幹線で台北に着いた視察団一

行は、夕方6時から台北市忠考東路の

「彩蝶宴」において、内政部営建署と

台湾下水道協会の共同で開催された懇

親会に参加した。

写真－15　訪問目的の紹介と準備活動に対
　　　する謝辞を述べる中野会長

写真－16　内政部営建署と台湾下水道協会の共同主催懇親会参加者

写真－13　台湾下水道協会陳光雄理事長の
歓迎挨拶　　　　　

写真－14　台湾内政部営建署下水道工程処
　　陳仰洲処長の歓迎挨拶
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　これまで、当協会と台湾下水道協会

は、日本で開催されている下水道展に

来日された時に関係ブースの案内や、

推進工事現場の視察および技術会議な

ど交流を重ねているが、今回の訪問は

「今後、日本と台湾の間で定期的に推

進技術の交流を図ろう」という日本側

からの提案を受け入れ、窓口団体とし

て開催準備にご協力いただいた。

　懇親会に先立って、挨拶に立った台

湾下水道協会の陳光雄理事長は「台湾

は現在、国を挙げて下水道整備に邁進

している。中でも管きょの建設は大半

が推進工法で実施されていることか

ら、台湾下水道協会としても、日本の

推進技術には大変関心を持っている。

今後とも、この分野の情報交流を積極

的に進めたい」と意気込みを語った。

　懇親会では、内政部営建署下水道工

程処陳仰洲処長をはじめ、台中市、基

隆市を管轄する営建署所長、コンサル

タント、台湾下水道協会理事など約

30名と台湾式パーティーの楽しい時

間を過ごした（写真－13～16）。

基隆市現場視察と意見交換4
　9月22日午前9時、内政部営建署

で合流した視察団一行は、営建署の車

で淡水川河口近くの会議室まで移動。

この説明会には、当初、出張のため参

加が難しいと言われていた内政部営建

署工務組葉仁博組長も過密スケジュー

ルを押して参加。冒頭、「日本の皆様

を歓迎すると共に今回の交流会議が双

方にとり有意義なものなることを期待

します」と挨拶した。

　現場視察に先立って、基隆市の下水

道整備状況と今回視察する現場の全体

工事概要について、基隆市政府工務処

下水道科長何忠倫氏より説明があり、

その後、日本側から「基隆市汚水下水

道第一期修正実施計画南河系統管線新

設工事第二工区」工事に関する技術提

案が行われた（写真－17～19）。
4.1　工事概要

工事場所：基隆市七堵地内

工 事 名：基隆市汚水下水道第一期修

　　　　　正實施計畫－南河系統管線

　　　　　新建工程（第二標）

工事概要：φ1,350mm×400m

　　　　　2スパン　泥水

　　　　　φ1,500mm×400m

　　　　　2スパン　土圧

施工担当：機動建設工業㈱

4.2　「基隆市汚水下水道第一期修正

　　　 実施計画南河系統管線新設工

　　　 事第二工区」に関する日本側の

　　　 技術提案

【石川和秀】
　6年前に基隆地区工事を視察させて

いただいた時も同じような問題に直面

し、1スパン目を約40%推進したとこ

ろで掘進機の面盤が閉塞し、掘進不能

に陥ったとのことだった。その時は、

当初、地質は砂礫層と考えて泥水加圧

式の工法を採用したが、実際には頁岩

ないしは硬質粘性土の互層地質であっ

たため結果的にカッタチャンバが閉塞

してしまったという。その際、担当の

写真－17　過密スケジュールを調整し、急遽おいでいただいた葉仁博組長

写真－18　基隆市における現場視察に先　
　　　　　立って行なわれた説明会の模様

写真－19　基隆市政府工務処下水道科長何
　　　忠倫氏による工事概要説明
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方から「日本の川崎重工の高価な掘進

機を導入して施工したのに何故推進で

きないのか！」と指摘された。その時

にも申し上げたが、どんなに素晴らし

い掘進機でも地質に合わなければ、機

能は発揮できない。

　基隆地区は、自然に恵まれ港とし

て栄えるには十分な環境に恵まれてい

る。入り江の複雑な地形は、当然、地

下の土質にも影響しており、より複雑

で、河床・海床を超える場合、それは

もっと複雑になる。つまり、どこでも

様々な（複雑な）状況に遭遇し得ると

いう状況である。まず、それらの断層

が傾斜状態であるのか、平行の状態で

あるのかを知ることが大切である。一

般的に問題に直面してから地質分析を

行うことが多いようだが、地質分析報

告は大変役立つもので、工事前の段階

で事前調査をきちんとすることが最も

望ましい。推進をしていて予期せぬ状

況に遭遇するという問題については、

最初の段階で、砂層でかつ地下水圧の

高い地層なのか、また、粘着性のあ

る頁岩地層なのかなど二通りの状況を

想定し、より難しい工事にあわせて準

備をする必要がある。現在、この工区

でも6年前と同じように砂岩を想定し

て、頁岩ないしは硬質粘性土層に遭遇

している。もし、先に頁岩ないしは硬

質粘性土層を想定しておいて、工法選

定を行なっていれば、約70%は順調

に推進できたことであろうと思われる。

　今後は、難度の高い施工条件を想定

しながら設計した上で工事を始めるこ

とをお薦めしたい。この工事に関して、

泥水式推進工法を土圧式推進工法に変

更したことは正しい選択だと考える。

もし泥水式推進工法で、粘着性の高い

地層に遭遇したら、施工は困難を極め

るであろう。ここでは砂岩、硬質粘性

土層の地質に対応できる推進工法を採

用することが最良の考え方であると思

われる（写真－20）。
【刈谷光男】
　工事を始める前の地質調査では、砂

岩地層であるとのことだったので、先

程、説明があったように泥水式の掘進

機を導入した。しかし、推進を始めて

から硬質粘性土層に遭遇し、ビットの

磨耗（損傷）はひどかった。最後ま

で押せたのは幸運としか言えない。た

だ、無理に圧力を加えずに押したのが

良かったと思われるが、日ごろの行い

の良さ、また神のご加護があったのか

もしれない。（笑）

　これからは土圧式推進工法に変更す

ることにした。ただ、川を越える際に、

土被りの深さが十分であるか、その点

が懸念される。現在、現場では発進を

始める状態である（写真－21～24）。

内政部営建署主催
「日台推進技術交流会議」5

　今回、訪問のメインイベント「日台

推進技術交流会議」は、内政部営建署

が声を掛けた台北市、新北市、台中市、

基隆市など関係都市および台湾下水道

協会、コンサルタント、総合建設業、

推進工事業者、管材メーカ等、約50

名が参加して営建署5階会議室で開か

れた。（準備に当たった協会関係者か

ら、「会議は当初営建署の地下会議室

で行う予定であったが、参加希望者が

増えたことにより5階の大会議室に変

更になった」と聞かされた）（写真－
25～35）
　開会挨拶に立った台湾内政部営建署

下水道工程処陳仰洲処長は、「本日は、

写真－22　基隆市に採用された掘進機

写真－23　機動建設工業㈱が施工中の工事
現場　　　　　　　

写真－24　これから河川横断部分の工事が
始まる　　　　　　

写真－20　技術提案を熱っぽく語る石川和
秀専務理事　　　　

写真－21　工法選定の経緯や現場の状況を説
　　　　 明する刈谷光男台湾機動総経理
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海外視察報告

日本の推進技術協会関係者の皆様、ま

た、台湾の営建署をはじめ下水道協会、

コンサルタント、建設施工関係者の皆

様、ようこそ、営建署主催の日台推進

技術交流会議に参加いただきました。

本日の会議は、日本推進技術協会の方

から「技術交流会」をご提案いただき

実現いたしました。日本の調査団の皆

様は、昨日は台中市、また、本日の午

前中には基隆市において、現場をご

視察いただき、現地において技術的な

意見交換をしていただいたと聞いてい

ます。今日はこれから、営建署から台

湾の下水道事業への取り組みをご紹介

し、その後、日本推進技術協会の石川

和秀専務理事に「日本の推進技術の現

状」をお話しいただきます。また、台

湾下水道協会の江黎明秘書長から「台

湾における推進関連情報」についてご

紹介いただきます。本日は、台湾下水

道協会のご尽力で、台湾に置ける推進

工事設計に携わっている有力なコンサ

ルタント、建設工事施工会社の方々に

も多く参加いただいていますので、ど

うぞ、日本の皆様と有意義な情報交流

ができますようご協力をお願いいたし

ます。」と会議の趣旨を紹介し、続いて、

「台湾の下水道事業は8月現在で普及

率28.2%、汚水処理率が56.35%であ

り、今後、世界の先進諸国並みの普及

率に達するためには5千～6千億元の

投資が必要と思われる」と、今後の見

通しをパワーポイントを使って紹介さ

れた。

　次に訪問団を代表して中野会長が挨

拶に立ち「ご挨拶の前に、この度の東

日本大震災に当たりましては、台湾の

皆様には世界に先駆けて巨額の支援金

と逸早く医師団や救援隊を派遣下さ

り、想像を絶する地震被害に加え原子

力発電の事故という、未曾有の経験に

対して、台湾の皆様の勇断あるご支援

は大変心強く心より感謝申し上げる次

第です。本当にありがとうございました。

　私たち、日本推進技術協会は日本で

下水道を始めとする推進技術の調査・

研究、普及に努める唯一の公益社団法

人です。協会の会員は、推進工事の設

計に携わるコンサルタント、施工会社、

掘進機メーカ、管材メーカなどであり、

推進に携わるあらゆる会社約140社で、

日々推進工法の普及に当たっています。

写真－25　日台推進技術交流会議が開かれ
た内政部営建署

写真－26　内政部営建署5階会議室で開かれ
　　　　 た日台推進技術交流会議の模様

写真－28　日台推進技術交流会議開会挨拶に立つ台湾内政部営建署下水道工程処陳仰洲処長

写真－29　日本側を代表して挨拶に立つ中
野正明会長　　　　

写真－27　日台推進技術交流会議首脳陣席
　　　　　（左から石川和秀専務理事、中野

　　正明会長、陳仰洲処長）
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本日は、その中から特に経験豊富な会

員数社に参加いただいていますので、

これからの交流会議が日々の業務で発

生している様々の課題を、双方の叡智

を持って解決する良い機会となること

を期待しています」と抱負を語った。

　引き続き共催者の台湾下水道協会陳

光雄理事長が「今日の会議が日本台湾

の推進技術の発展に寄与することを期

待します」と挨拶、続いて、台湾内政

部営建署下水道工程処副工程司呉峯誼

氏による「台湾における下水道事業の

現状と今後の課題」というテーマで講

演が行われた。

　日本側からは、石川和秀専務理事が

「日本の推進技術の現状」というテーマ

で推進工法の基礎的な講演を行った。

写真－32　台湾の下水道事業を講演する台
湾内政部営建署下水道工程処副
工程司呉峯誼氏

写真－33　「日本の推進技術の現状」を講演
　する石川和秀専務理事

写真－31　「台湾における推進技術─今日的課題─」を講演する台湾下水道協会江黎明秘書長

写真－34　日本の最新技術について質問す
る台湾側参加者　　

写真－35　工法選定のポイントを解説する
日本側団員　　　　

写真－30　交流会議の共催者として挨拶に立つ陳光雄台湾下水道協会理事長
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海外視察報告

　最後に、台湾下水道協会の江黎明秘

書長が「台湾における推進技術─今日

的課題─」というテーマで、台湾にお

ける下水道建設事業計画の概要、管

きょ整備の状況、推進機械設備の普及

状況、管材の製作および規格の制定状

況について現状を紹介した（図－3）。
　最後に、講演の内容や日頃の業務を

通じての疑問点などを自由に討議する

時間が設けられ熱心な意見交換が行わ

れた。主な内容は以下の通り。

○中興顧問股 有限公司
　（コンサルタント）からの質問
①弊社が最近設計した台中での工事で

は、管径がφ500～1,200mmまで

あるが、中でもφ800～1,000mm

が最も多い。しかし、台中地区の

礫・玉石は比較的大きい。この場合、

礫・玉石の大きさと推進の管径につ

いて、日本では設計の際にどのよう

に対応しているのか？

②面盤が磨耗したら交換が必要だと思

うが、台中の例で言うと、礫・玉石

の粒径がφ500～600mm、強度が

200MN/m2以上の場合、日本では、

推進距離と面盤交換の時期をどのよ

うに考えて対処しているのか？

③台中地区でφ500mmの推進管工事

をする場合、通常45mのあたりで、

推進力が急速に上昇し面盤が損傷し

て、交換が必要になる。日本ではそ

のような状況に遭遇したことは？

④掘進機が川を越える場合、川床か

ら管上部までの最小距離はどのくら

い？

●日本推進技術協会の回答
①台中地区の第一工区は、泥濃式推進

工法で取り組まれている。この工法

は、礫・玉石大割りして取込むもの

で、大きな石を小さく破砕すること

はできない。そのため、台中地区で

は、恐らく泥水式推進工法が良いの

ではないかと思う。この工法は、前

方の面盤で一度破砕し、次に後方で

二度目の破砕をする方法。そうする

ことにより大きな礫・玉石を比較的

小さくすることが可能となる。ただ、

玉石がルーズな状態になっていない

ことが前提条件。玉石がルーズな状

態の場合では、スムーズな推進はで

きない。9月21日に台中で視察し

た現場では、掘進機面盤の外周部分

が非常に大きなダメージを受けてい

た。また推進管の上方も玉石により

破壊されていた。これは、推進を

進めている地盤がゆるい状態であっ

たため、玉石が動いて管材を磨耗し

たり破壊したりすることが原因であ

る。このほか、発進立坑を掘ったと

きに、φ700mmほどの玉石が出て

きたというが、もしこれを破砕する

としたら、φ2,000mm以上の面盤

をもつ掘進機でないと、破砕は難し

いと思われる。

②9月21日に台中で視察した現場で

は、強度が280MN/m2の玉石に遭

遇したとのことである。日本では玉

石の強度はおよそ200MN/m2が上

限で、推進の設計を行っている。も

し掘進機の掘削径が玉石の大きさよ

りも3倍あれば、玉石強度はあまり

気にしなくても良いと思う。しかし、

玉石があまりにも大きく、またその

強度が200MN/m2を越える場合は、

難しい。

③掘進機の磨耗がどのくらいの時に交

換が必要であるかについては、日本

では、転動距離計算の公式を基準と

している。掘進機ヘッド部分の回転

数と推進距離などから、面盤の交換

時期を算出する。またそれは設計の

段階で算出される。また推進を進め

る中で、面盤の外側部分がひどく磨

耗している場合、面盤を交換する時

期と考える。転動距離の計算例を紹

介した。

④河川管理者からみると大雨による洪

水などの状況を踏まえて、川床から

管の上方までの距離は、2～3m必

要だと要求している。一方推進施工

をする側にとっては、特に泥水式推

進工法の場合、推進深さが川底に近

すぎると泥水が漏れて河川を汚染す

るという恐れがあるので、これら両

方の立場から考えて最小距離を決定

するべきである。

図－3　台湾における推進掘進機の普及状況
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○萬銘工程科技股 有限公司
　（コンサルタント）からの質問
①地質調査で行われるボーリング調査

では、玉石地層に含まれる比率や粒

径はわからない。その場合は、地下

を開削したり発進立坑を掘ったりし

て判断するのが良いのか？一番良い

調査の時期は何時ごろでそれはどの

ようにして行われるべきか？

②取付管推進工法は、開削工事よりも

住民に対する影響が軽減される。台

湾では、適用するか？

●日本推進技術協会の回答
①ボーリング調査で、礫・玉石層に遭

遇した場合は、経験によりその3倍

の大きさを想定する。もちろん萬銘

コンサル社のおっしゃるとおり、可

能であれば開削や立坑を掘って地質

調査が行えれば尚良いと思う。立坑

の施工をした際に、その地質を設計

業者と推進業者、発注者が良く理解

しあって検討すれば、推進工事はス

ムーズに行える。

②取付管の施工について、現場によっ

て開削が行えない状況の時に、取付

管推進工法で工事が行われる。取付

管推進工法では、高い精度が求めら

れ、特に課題となるのは、既設管の

位置を的確に見つけること、もし既

設管の位置が正確に判断できない場

合は、例え取付管推進工法の精度が

高くても既設管を破壊してしまう可

能性が発生する。また取付管推進工

法で注意しなければならない点は、

推進管と既設管の接続工事である。

管と管の接続部分で漏れが発生しな

いように十分注意しなければならな

い。まとめると、取付管推進工法で

は、以下の3つ点に注意しなければ

ならない。1.既設管の位置、2.取付

管推進工法の精度、3.管と管の接続。

台湾で、この3項目が克服できるの

であれば、取付管推進工法を採用し

てかまわないと思う。

○偉盟工業股 有限公司の提案
①弊社は台中科学園区で、推進管

φ2,400mm、総距離5,000m（そ

のうち最長推進距離は400m）、玉

石の大きさ約80～90cmで80%含

有率の工事をしている。ラサ工業㈱

の掘進機を使用し、約120～150m

推進したところで、面盤が磨耗する

という問題が発生した。その後、ド

イツのMPSを使用したが、タング

ステンの二次破砕であったので、破

壊能力が強かった。推進250mの地

点でメンテナンスを行った。最終

的には400mまで押したが、効果が

あった。

②現在基隆地区で行っている工事は、

地質が砂岩と頁岩の互層で、台中

科学園区の地質よりも過酷と言え

る。台中科学園区では、日進量が平

均3.3mまで達することができたが、

基隆の現場では、平均僅か1.5mで

あった。基隆現場の岩盤は、礫層ほ

ど固くない。しかし、地質の影響を

受けて、掘削は面盤のみに頼ってお

り、掘進機の二次破砕機能はうまく

使えなかった。その効率は、礫地層

の推進よりも悪く、地質調査を台北

大学の教授に分析を行ってもらっ

たところ、塑性が相当高い（基隆の

現場地質は乾いているときはカチカ

チだけれど、水に触れると粘土質に

なる）ことがわかった。推進10～

20mに達したところで、土層はゆっ

くりと面盤を覆っていった。工事は

本管が主体であったため、面盤サイ

ズも大きくなるが、支管であれば、

面盤は小さくなるであろう。このよ

うな状況は、顕著ではないかもしれ

ないが、以上の状況を国内のコンサ

ルタントへ参考までに伝えたい。

③弊社は基隆現場で基隆河の下を三度

越えなければならない工事を行って

いる。その中で、七賢橋近くの地点

では、元々の設計で土被り約3mで

あったが、川岸を保護するための蛇

籠が使用されていたため推進の阻害

となりそうであったので、川岸を

開削して蛇籠を確認したところ、掘

進機の上方から僅か岩盤50cmとい

う状況であった。この他元々の設計

で土被り2.5～3mの所に対しては、

推進状況はうまくいっている。

④弊社の基隆現場で行われている推進

工事は、設計で明示された地質調査

では不十分であった。現場で実際に

工事を行ったときに、地質が起因し

て、泥水の循環が困難な状況に陥っ

た。また実際の施工を考慮したとき

に、推進約100mのところで、面盤

のメンテナンスが必要であったが、

土被りは約20mで河川を越えなけ

ればならないため、推進工事の間、

中に入ってメンテナンスを行うこと

は不可能であった。そのため、掘進

機の後方に穴または小さなトンネル

を造ってメンテナンスを行った。こ

のような状況での面盤メンテナンス

コストと工期については考慮してほ

しい。

●日本推進技術協会の提案
①推進工法には、泥濃式、泥水式、土

圧式などがあるが、それぞれに良し

悪しをもち、各工法には適した地質

条件というものがある。特定の工法

が最良というわけではない。

②推進工法は、完全に掘進機に頼って

行うものではない。滑材や地盤の改

良、添加物、管材、そして、工事に

携わる技術者など、各条件をコント

ロールし、うまく発揮していかなけ

れば順調に推進工事を進めることが

できない。設計の際は、まず、き

ちんと地質の条件を明確にするため

の調査が大切で、その中から一番適

した工法を選出されることが望まし
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い。もし立坑の築造工事で、大きな

玉石などに遭遇した場合、あるいは、

土質調査資料と大きな差があった時

は、速やかに設計機関と発注者に知

らせ、設計変更が必要であるかどう

かを検討することが大切である。

　予定の時間を大幅にオーバーして

も、質疑や提案の意見交換は終わる様

子がなく、見かねた議長役の陳処長か

ら「本日は、この後、別の会議の予定

や懇親会の予定もあり、この辺で打ち

切りとしたい。今日、聞ききれなかっ

た質問や提案は、FAXかメールで営建

署までご連絡をいただきたい。営建署

では、それらをまとめて日本推進技術

協会に送りご対応いただくことにした

い」、また、「このような有意義な交流

の機会は、今後、年に1回以上の定期

的なものとして、営建署と推進協会で

続けていくことをお約束したい」と力

強く語った。

お礼の懇親会を開催6
　全ての公式日程を終えた22日夕方

6時から、この度の交流会議の受け入

れ、現地視察の準備、意見交換会の設

定など、企画から実施まで限られた時

間の中で、周到な準備にご協力をいた

だいた関係者に対し、御礼の気持ちを

示すため、日本側主催の懇親会を台北

市の「上海郷村」において開催した。

　懇親会には、内政部営建署下水道工

程処陳仰洲処長をはじめ、台北市、新

北市、台中市、基隆市を管轄する営建

署所長、コンサルタント、台湾下水道

協会理事など約30名が参加し、会議

で聞き漏らした技術的質問や今後の再

会に向けたスケジュールへの意見交換

を食事をとりながら交流した（写真－
36～38）。

写真－36　日本と台湾の永続的交流を約束
　　　　　し御礼挨拶に立つ中野正明会長

写真－37　友好的交流に期待を寄せる内政部
営建署下水道工程処陳仰洲処長
と台湾下水道協会陳光雄理事長

写真－38　今回の交流会議の準備と実施の
舞台裏でご尽力いただいた梁壽
政氏（左）と清水純子さん（中央・
通訳）と石川和秀専務理事（右）


