
1月刊推進技術  Vol. 34  No. 9  2020

はじめに1

　近年、小口径管推進工法においては、汚水管の面整
備が主要工程のため、短距離推進の施工比率が増加
傾向にあり、長距離推進の施工は減少傾向にある。また、
長距離推進が要求される場合、施工条件（土質、道路、
他所管埋設物、急曲線など）が悪いなど、非常にリス
クの高い条件となるケースが多い。工法が持つ適用領
域を超えることもあり、これまでの施工ノウハウを最大限
に活かし、挑戦しているのが実情である。しかし、この
ような直面する問題や課題の解決を図るための「知恵」
出しが重要であり、その結果として推進技術の発展（ハー

ド面・ソフト面）へとつながるものと考える。
　エースモールDL工法は1987年に産声をあげ、開発
当初から長距離・曲線推進を目標として導入を図ってき
た工法である。当時の下水道分野では、小口径管推
進工法の推進長は50m程度で、かつ直線推進が基本
であったが、30数年を経た現在では、300mを超える長
距離推進、曲線半径30m以下の推進、複合曲線推進
を実現するなど各推進工法の切磋琢磨により、技術を
大幅に進化させていった。エースモールDL工法もその
先駆者のひとりとして一翼を担ってきた（図−1、2）。こ
れまでの総施工延長はおよそ900kmにまで達するなか、
エースモールDL工法の特徴としている長距離推進のレ
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コード記録を表−1に示す。
　長距離・曲線推進技術のポイントとなる要素技術は、
推進力低減技術と曲線測量技術にあり、本稿では、エー
スモールDL工法の要素技術の特徴と推進延長250m
を超える長距離推進の施工事例について紹介する。

エースモールＤＬ工法の特徴2

2.1　従来技術にない独自の排土機構

　一般的にシールド工法、大中口径管推進工法および
小口径管推進工法では、掘削した土砂（泥土）は切
羽の土圧を適正に保持し、カッタ部前面から取込む方式

（泥水還流式・吸引式・スクリュ式など）が採用されて
いる。しかし、エースモールDL工法では、先導体後方
部で取込む方式（圧送ポンプ式）を採用しており、掘
削した土砂（泥土）は、カッタ部から土砂取込み部まで、
先導体外周と地山の間を流れる構造としている。そのた
め、先導体の形状は円形ではなく、凹凸の形状を有し

ている（図−3）。
　以下に掘削・排土の機
能を示すが、これらの機
能により長距離・曲線推進
時においても低推進力で
かつ切羽土圧の安定した
推進を可能としている。
　①先導体のカッタ回転に
より地山を掘削すると同時
に添加材を切羽面に注入
し、掘削土を止水性と流
動性を持った泥土に変換
する。

機種 番
号 場所 推進長

（ｍ） 管種別 呼び径 曲線半径
（Ｒ＝・ｍ） 土質分類

1 2017 12 新潟県 252 鉄筋コンクリート管（SJA） 300 200 シルト～細砂

2 2019 7 千葉県 242 レジンコンクリート管（RM） 340 300 シルト

3 2019 3 千葉県 240 レジンコンクリート管（RM） 340 800 シルト

4 2018 12 群馬県 237 鉄筋コンクリート管（SJA） 250 125 砂質シルト

5 2017 12 群馬県 236 鉄筋コンクリート管（SJA） 250 500 粘性土

1 2013 11 茨城県 357 レジンコンクリート管（RT） 400 500 砂混りシルト

2 2018 4 茨城県 316 鉄筋コンクリート管（SJB） 400 180・100 普通土

3 2016 12 千葉県 280 鉄筋コンクリート管（SJB） 500 200・400 粘性土

4 2017 8 愛媛県 278 レジンコンクリート管（RT） 400 100 粘土混り砂礫

5 2014 8 千葉県 273 鉄筋コンクリート管（SJS) 450 砂質土

1 2018 12 富山県 288 鉄筋コンクリート管（SJA） 600 200 砂質土

2 2014 6 大阪府 264 ダクタイル管 600 砂

3 2015 6 福島県 263 鉄筋コンクリート管（SJB） 600 300 砂礫土

4 2015 4 福島県 260 鉄筋コンクリート管（SJB） 600 200 砂礫土

5 2018 3 千葉県 260 レジンコンクリート管（RM） 650 細砂

ＤＬ３５

ＤＬ５０

ＤＬ７０

竣工年・月

表−1　長距離推進レコード

図−3　先導体の形状と泥土の流れ
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　②泥土化した掘削土を先導体外周の泥土通路を通し
て、先導体後部の泥土取込口まで移送させる。

　③泥土取込み口まで移送された泥土を先導体内部に
取込み、圧送ポンプにより立坑外の排土タンクまで
圧送排土する。掘削土の取込み量は先導体外周
の泥土通路に取付けた土圧計が示す泥土圧を監
視しながらコントロールする（一部は地山中に残置
される）。この泥土圧が地山の土圧および水圧に
対抗し、切羽や孔壁の崩壊を防止する。

　④地山中に残置された泥土は推進管と地山孔壁との
空隙部に過不足なく充填されるとともに滑材効果を
発揮し推進力を低減させる。

　⑤カッタヘッドは容易に交換できる構造になっており、
土質条件に応じてスポーク型カッタヘッドとローラ型
カッタヘッドを使い分ける。

　また、掘削部と排土部が別々に位置することで（連
動することなく）、それぞれが持つ機能を最大限に活か
せることができ、広範囲な土質条件への対応を可能とし
ている。
2.2　高精度な水平位置計測技術
　直線区間ではレーザ光線による水平方向の位置計測
は可能であるが、曲線区間ではレーザ光線による位置
計測は不可能となる。そこで、曲線区間でも計測可能
な水平位置計測技術について以下に述べる。
（1）電磁法による水平位置計測技術（磁力線方式）

　本技術は、地下に埋設されている通信管路やケーブ
ルを電磁誘導法により探査する技術を応用したものであ

る。磁界を発生させ、その磁界の影響により発生する
誘起電圧（電流）を測定することで先導体の位置を算
出する。発生する誘起電圧は極小のため、増幅回路に
より数μボルトまで増幅させる。
　周辺では電力に起因した電磁界がいろんな周波数で
発生しており、それらの影響が最も少ない周波数が設定
されている。また、誘起電圧の計測方法としては、最
大値法と最小値法の2通りがあるが、直線的に変化す
る最小値法を採用し、高精度の位置計測を実現させて
いる。しかし、計測土被りが最大8m程度に制限される
ことや近傍に金属を有する構造物（埋設管、金属物
等）があると、磁界が減衰されるため計測精度が低下し、
計測が困難となる場合がある（図−4）。
（2）Prismによる水平位置計測技術

　　（中継方式レーザ式）

　本技術は、電磁法での計測が困難な場合に適用す
る技術であり、レーザ光線をウェッジプリズムに介して屈
曲させ、中間ユニットの中心点へ強制的に誘導していく。
その角と中間ユニット間の距離を求めることで水平位置
を計測するもので、他にない独自のシステムである。中
心点への誘導は光電センサにより位置を割り出して行う。
　立坑起点から発進されるレーザ光線が基準ユニット、
中間ユニットを中継し、受光器ユニットまで到達する。各
装置間で計測された角度と距離で水平位置を算出す
る。管内測量のため推進土被りに影響を受けないことや
他埋設管等の影響をまったく受けないのが大きな特徴と
なっている（図−5）。

図−4　電磁法の概要
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（3）Aiposによる水平位置計測技術
　　（中継方式レーザ式）
　Prismの課題であった①距離の自動計測②呼び径
250ヒューム管への対応③計測時間の短縮④曲線半径
30mへの対応を可能とするため、レーザ光線掃引方式
を採用した「Aipos」を開発した。

　本技術は、時間とともに発
振波長を周期的に変化させ
る波長可変レーザと、レーザ
から出射された波長掃引光
を回析格子により波長に対応
した角度に変換し、レーザス
キャンするユニットで構成され
る。発進立坑側のプラントヤー
ドに波長可変レーザ（制御
部）を設置し、光ファイバを
用いて推進管内の中間ユニッ
トに波長掃引光を供給する。
　ユニットからレーザ光を空
間的にスキャン（光掃引）し、
各ユニット間の角度を計測し
ていくことで最終的に先導体

の方向（角度）を決定する。さらに、波長掃引光は光
変調器により光パルスとして計測対象ユニットに照射し反
射光の戻る時間を計測することで距離計測を行う。後
述する施工事例においては、本技術により水平位置を
計測した（図−6）。

施工事例3

3.1　工事概要
　本工事は、片側2車線の
交通量が多い県道主要幹
線を推進するもので、呼び
径600のヒューム管をさや管
とし、呼び径 400の水道管

（ダクタイル鋳鉄管）を敷設
する工事である。1スパン目
は254.3mの直線推進、2ス
パン目は288.5mを曲線半径
200mで曲線推進するもので
ある。2スパン目の曲線区間
では、φ1,650mmの下水道
管および河川を下越する推
進であった（写真−1）。

図−5　Prismの概要

図−6　Aiposの概要
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　施工場所：富山県
　機　　種：DL70-N
　呼 び 径：600（ヒューム、管さや管）
　　　　　　400（ダクタイル鋳鉄管、本管）
　推 進 長：L1＝254.3m、L2＝288.5m（R＝200m）
　土 被 り ：5.3m〜5.6m
　土　　質：砂〜礫混り砂（N＝13〜23）
　　　　　　地下水位G.L−1.0m
3.2　長距離・曲線推進に向けた問題点と対策
　本工事は、地下水位が高く崩壊性の高い地盤を長
距離・曲線推進する難易度の高い施工のため、事前に
関係各社で問題点の洗い出しと対策について協議を行
い推進した。主な問題点と対策については、以下のとお
りである。
【問題点】

　①推進力が増大し、推進不可能となる
　②掘削泥土の圧送圧力が増大し、排土が不可能となる
　③レーザ光線が屈折し、水平位置計測が困難となる
　④河川およびφ1,650mm下水管の下越しのため、電

磁法での計測が困難となる
【対策】

　①推進力の低減対策
　　・推進管にコンクリート管表面活性剤を塗布（写真

−2）
　　・先導体に後続する滑材注入孔付きの先頭管から

滑材を注入
　　・発進立坑の坑口部から滑材を注入（写真−3）
　　・適正な土圧管理

　②圧送圧力の低減対策
　　・排土管部に圧縮空気の送り込み（エアアシスト）

（写真−4）

　本技術は、時間とともに発
振波長を周期的に変化させ
る波長可変レーザと、レーザ
から出射された波長掃引光
を回析格子により波長に対応
した角度に変換し、レーザス
キャンするユニットで構成され
る。発進立坑側のプラントヤー
ドに波長可変レーザ（制御
部）を設置し、光ファイバを
用いて推進管内の中間ユニッ
トに波長掃引光を供給する。
　ユニットからレーザ光を空
間的にスキャン（光掃引）し、
各ユニット間の角度を計測し
ていくことで最終的に先導体

の方向（角度）を決定する。さらに、波長掃引光は光
変調器により光パルスとして計測対象ユニットに照射し反
射光の戻る時間を計測することで距離計測を行う。後
述する施工事例においては、本技術により水平位置を
計測した（図−6）。

施工事例3

3.1　工事概要
　本工事は、片側2車線の
交通量が多い県道主要幹
線を推進するもので、呼び
径600のヒューム管をさや管
とし、呼び径 400の水道管

（ダクタイル鋳鉄管）を敷設
する工事である。1スパン目
は254.3mの直線推進、2ス
パン目は288.5mを曲線半径
200mで曲線推進するもので
ある。2スパン目の曲線区間
では、φ1,650mmの下水道
管および河川を下越する推
進であった（写真−1）。

写真−1　施工概要（上空写真）

写真−2　管表面活性剤

写真−3　坑口滑材注入
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　　・立坑部の排土ホース部に圧縮空気の送り込む（エ
アリフタ）（写真−5）

　　・適正な作泥材の粘性および注入量の管理
　③新しい水平位置計測技術を活用
　　・Prismに代わる新しい計測技術であるAiposによ

り、水平位置計測を実施

　　・長距離でもレーザ光線の屈折が少なく、埋設物・
土被りの影響を受けない水平位置計測技術（写
真−6）

3.3　推進結果
（1）推進力について

　最大の懸念事項であった推進力については、最終で
581kNであり、設計推進力1,917kNのおよそ30%まで
低減することができた。なお、最大推進力は688kNを
示しているが、これは後述する残置鋼矢板に遭遇したこ
とによるものである。従って、本対策の実施により、大き
な効果が得られたものと考える（図−7）。
（2）圧送圧力について

　本装置が持つ装備圧力28MPaに対し、使用圧力は
17MPa以下で推移し、装備圧力の60%程度以下で推
移した。また、排土性状も良好に保持することができた（図
−8）。

写真−4　エアアシスト

写真−5　エアリフタ

写真−6　Aipos基準機設置状況

図−7　推進力
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（3）水平位置計測について

　Prismの場合、立坑から発信されるレーザ光を中間
ユニットで屈曲させ掘進機まで通すため、長距離では
レーザ光の屈折や減衰が大きくなり計測が困難と想定さ
れる。しかし、Aiposは個々の中間ユニットからレーザ光
を発信するため、長距離においても屈折や減衰が小さ
く、計測が可能であることから本方式を採用した。その
結果、許容値内の50mm以下で高精度に到達すること
ができた（写真−7）。

（4）その他

　推進途上において、急激なカッタトルクの上昇と推進
力の増加が発生したため、一時推進を停止した。先導
体位置付近の埋設物を再調査した結果、水道管敷設
跡の立坑部の残置鋼矢板であることが判明した。エー
スモールDL70-N工法のローラビットⅡ型において、残置
鋼矢板を破砕推進した事例があることおよび鋼矢板は1
箇所であることから、関係各社で協議した結果、推進
を続行することとした。その結果、残置鋼矢板を破砕し、

無事到達することができた。本土質条件ではスポーク型
カッタヘッドが選定されるところであるが、長距離推進の
ため土質の急変が懸念され、設計段階からローラⅡ型
が選定された。その選定がトラブルを回避できた一番大
きな要因であったと考える（写真−8）。

　本工事の目的である呼び径400のダクタイル鋳鉄管は、
問題なく敷設を完了した（写真−9）。

図−8　圧送圧力

写真−7　到達状況

写真−8　鋼矢板破砕片

写真−9　水道管敷設状況
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おわりに4

　長距離・曲線推進の場合、土質や地下水の変化、
推進時間の長期化等様 な々施工条件が変化し、施工リ
スクが高まることを念頭におき、関係各社で協議し、対
応策を事前に検討することが重要である。これまで積み
重ねてきた成功事例、失敗事例など過去の経験を各施
工現場へ伝承させていくこと、さらには新しい技術の導
入により不可能を可能にするなど技術の活性化を図って
いくことが、当社としての使命と考えており、今後も現状
に留まることなく精進していきたい。
　最後に本工法を採用していただいた発注者、施工者
の皆様に、本稿を借り厚くお礼を申し上げる。
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