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特　集 多様な管路を建設する推進工法

はじめに1
　エースモール工法は、通信ケーブル
を収容する管路を地下に非開削で埋設
することを目的に①長距離推進②曲線
推進③広範囲な土質に対応をコンセプ
トとして昭和50年代から日本電信電話
㈱（以下、NTT）で開発された工法で、
最初に導入されたのは圧入タイプの
エースモール PL（Press-in Long）工
法でした。先導体に発進コイルを搭載

して地上で受信して先導体の位置を計
測する技術である電磁法を装備してい
たことから、曲率半径 R ＝ 150m の曲
線推進が可能で、400mを超える長距
離推進を可能としていましたが、圧入タ
イプであることからN値 30 程度の普通
土までしか対応できなく、適用土質に
制限されていました。
　適用土質の制限を解消するために昭
和 60 年代開発・導入されたのがエー
スモール DL（Discharge Long） 工法
で、掘進機の先端に礫を破砕するため
のカッタヘッドを装備することで、普通
土から礫・粗石、さらには岩盤まで幅
広い土質への対応が可能となりました。
エースモール PL 工法と同様に電磁法
による位置計測技術を装備することで、
近年では曲率半径R＝30mまでの曲線
推進を可能とし、推進管外周に泥土層
を形成させることで管周面の推進抵抗
を低減させ普通土では250mの長距離
推進を実現しました。
　平成5年には三重県鈴鹿市で公開実
験工事を行い、写真−1に示すように
推進完了後に管を掘り出して曲線推進
施工の確認を行うことで、NTT 以外の
市場への展開を図り、平成6年には愛
知県で初めて公共下水道工事で推進工

法用鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
の曲線推進を施工しました。
　NTT の管路の地下埋設推進工事用
に開発・導入されたエースモール工法
ですが、近年ではその殆どが下水道市
場での採用となっています。本稿では、
下水道以外での市場として特に上水道
市場での採用状況、施工上の問題点と
その解決策および施工事例等について
紹介します。

上水道事業における
施工上の問題点2

2.1　上水道事業での施工実績
　エースモール DL 工法は、NTTを含
めた全体実績は平成 26 年度末で約
750kmですが、下水道事業を中心とし
たNTT 以外の採用は約 560kmとなっ
ています。下水道事業以外では、農業
用水および上水道事業等での採用が多
く、上水道事業ではこれまでに約7.4km
の採用があり、図−1に示すように近年
は、増加傾向にあります。
2.2　上水道事業での
　　　推進施工上の問題点
　エースモールDL工法は、これまでに
推進用鋼管が主体の NTT 通信用管路
やヒューム管が主体の下水道用管路を
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写真−1　ヒューム管掘り出し状況
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中心に施工しているため、上水道管を
推進施工する上では、以下に記述する
問題点があり、その解決に取り組みま
した。
（1）推進管種が異なる
　上水道事業で広く採用されている管
はダクタイル管で、これまでは開削によ
る管の敷設が多く、ダクタイル管を推
進するためには、ヒューム管とは以下の
製品仕様の相違点があることから専用
の推進用治具を製作する必要がありま
した。
①管長が異なる
　ヒューム管の管長は管径による違い
はあるが、2.43m を標準としており、
半管の場合は1.2mです。しかし、推進
工法用ダクタイル鋳鉄管の場合は、表

−1に示すように日本ダクタイル鋳鉄管
規格（JPDA G 1029） では管長が4.0m、
5.0mまたは6,0mとなっており、エース
モール DL 工法で掘削した泥土を地上
まで圧送するために推進管に内装する
排土管の長さが合わないため、新たに
1.57mの排土管を製作し、写真−2に
示すように接続して使用しました。
　また、元押装置の標準的なジャッキ
ストロークが 2.85mで、推進工法用ダ
クタイル鋳鉄管を押し切れないことか
ら、写真−3に示す仮押管を新規に製
作し、電気ケーブルおよび油圧ホース
等の取扱いを容易にするため、仮押管
の左右には、切り欠きを設けました。
②管外径・管厚が異なる
　推進工法用ダクタイル鋳鉄管は、受

口の内面には挿口の挿入により圧縮さ
れて水密性を確保するためのゴム輪を
装着され、外側にはフランジと外装は
コンクリートで被膜されていることから、
管外径と管厚が異なっています。推進
工法は、ジャッキを装備した元押装置
で推進管を直接、推進するため、写真
−4に示すプッシャープレートを新たに
製作しました。
（2）推進施工経験が少ない
　エースモール DL 工法は高耐力管推
進工法に分類され、施工してきた推進
管種の殆どは、下水道で多く採用され
ているヒューム管で、前述のように管の
構造の違いから管の接続方法が異なる
ことから、推進工法用ダクタイル鋳鉄管
の推進にあたり、施工予定会社に対し

図−1　上水道事業での採用状況

写真−2　新規製作排土管と接続状況 写真−3　仮押管

（mm）
呼び径 推進管外径 外径 管厚（1種管） 有効長

250 334 271.6 7.5 4,000
5,000

300 386 322.8 7.5 4,000
6,000

350 450 374.0 7.5 4,000
6,000

400 502 425.6 8.5 4,000
6,000

450 555 476.8 9.0 4,000
6,000

500 608 528.0 9.5 4,000
6,000

600 713 630.8 11.0 4,000
6,000

700 831 733.0 12.0 4,000
6,000

表−1　推進工法用ダクタイル鋳鉄管

028_033_解説石井_1505.indd   29 15/04/23   16:18



30 月刊推進技術  Vol. 29  No. 5  2015

特　集 多様な管路を建設する推進工法

て研修を実施しました。研修状況を写
真−5に示します。
　研修では、推進に使用する各種治具
の説明と図−2に示す施工方法を主体
に、実際の仮押管等を使用して管接続
の実作業による研修を行いました。
　実際の推進工事が始まる前には、実
現場で推進オペレータおよび作業員の
方と施工方法の再確認を行い、推進
開始後は、進捗と施工上の問題点等を
日々確認し合いながら施工品質の確保
に努めました。

施工事例3
3.1　東京都内水道工事
　ポンプ所の新設に伴う水道管のド
レーン（泥吐）管の敷設工事事例を以
下に紹介します。
（1）工事概要
発 注 者：東京都水道局
工 事 名：椚田ポンプ所（仮称）から
　　　　　八王子市椚田 520 番地先
　　　　　間外1箇所
　　　　　吐出管（500mm）新設工
　　　　　事および管内清掃作業
工事場所：東京都八王子椚田町545
　　　　　〜520

写真−4　プッシャープレート 写真−5　研修状況

図−2　ダクタイル管の施工方法
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推進工法：エースモールDL50-C
推進延長：L＝65.8m
推 進 管：推進工法用鉄筋コンクリー
　　　　　ト管φ500mm
対象土質：砂礫土　最大礫径450mm
　　　　　礫率56%
（2）線形検討
　当該地区は写真−6のように、京王
高尾線めじろ台駅へ向かう交通量の多
い道路を横断するため、開削工法での
施工は交通への影響が大きい場所で
す。そのため、推進工法での施工が採
用されましたが、写真−7に示すよう
に工事の起終点は、谷状の道路をまた
いでいるため、埋設物との離隔を確保
すると、立坑が深くなってしまう状況で
した。よって、図−3のように路線内
に縦断曲線を設けて発進立坑の深さを 
3.84m 軽減することとなりました。発進
立坑を写真−8に示します。
　縦断曲線の検討に際しては施工時の
安全性を考慮して、縦断勾配は100‰
以内、曲率は礫質土を推進することを
考慮してR ＝ 100m 以上という条件で
設計されました。
（3）工法選定
　礫率が高いなかで縦断曲線を設けた
当該設計について、各種の推進工法に
ヒアリングをした結果、施工可能の回
答を得たのはエースモール DL 工法の

みでした。
　NTT工事用に開発されたエースモー
ル DL 工法は、急勾配推進・縦断曲線

の工事の実績が多数あることから採用
されることとなりました。

写真−6　施工現場概況① 写真−7　施工現場概況②

図−3　縦断図

写真−8　発進立坑
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（4）排土の対策と工事結果
　下り急勾配推進と、排土タンクまでの
高低差が大きいため、推進最下高と排
土タンクの高低差は7.0m弱となり、泥
土圧式推進工法にとっては泥土と混合
攪拌された掘削土砂の排土が懸念され
ました。よって、エアを注入することに
よりエースモールDL工法の圧送排土を
補助する「エアアシスト」を使用するこ
ととしました。この結果、排土づまり等
を起こさず、無事に施工を完了すること
ができました。
3.2　茨城県内水道工事
　配水管の布設替えで推進工法用ダク
タイル鋳鉄管を直接、推進した事例を
紹介します。
（1）工事概要
発 注 者：つくば市上下水道部
工 事 名：23 市水改良 第 6 号　竹園
　　　　　地区外配水管布設替工事
工事場所：茨城県つくば市竹園2丁目
　　　　　地内外
推進工法：エースモールDL70-N
推進延長：L＝114.85m
推 進 管：推進工法用ダクタイル管
　　　　　φ700mm（PN形4種管）
対象土質：粘土混り細砂　推進挿入部
　　　　　N値＝10〜20
（2）工法選定
　当該地区は、写真−9に示すように

主要地方道土浦つくば線（学園東大通
り）の交差点であり、開削工法による
施工は現実的に不可能な状況でした。
また、推進工法の施工にも下記の事項
が懸念されました。
①推進延長 114.85m という長距離推

進であること（図−4）。
②不測の事態により、推進不能に陥っ

た場合、立坑掘削による先導体回収
は交通に多大な影響をおよぼすこと。

③ダクタイル管φ700mmを推進するア
タッチメント類を保有している推進工
法でなければ、施工できないこと。

　エースモール DL 工法は、①につい
ては技術資料の適用範囲内②について
は排土管の強度が強く、即日でも引き
戻し可能③についても、過去の工事で
各種アタッチメント類を保有している、
ということから、エースモール DL 工法
が選定されました。
（3）工事結果
　実際の工事は、特に大きな問題は発
生せず、無事に施工を完了いたしまし
た。ただし、4.0m管の推進を行ったた
め、下水道推進工法用鉄筋コンクリー
ト管（2.43m）と比べて、推進管内に

通すケーブル類の接続に時間を要しま
した。また、元押ジャッキのストローク
不足を補うために仮押管を設置・撤去
する手間が発生したため、2.43m管推
進とくらべて日進量が飛躍的に伸びるこ
とはありませんでした。写真−10に仮
押管による推進状況と写真−11には、
ダクタイル管の接続状況を示します。

現状の課題と今後の展望4
　我が国の下水道普及率は、平成 26
年 3月末で77.0%に達し、推進工事の
大部分を占めてきた下水道工事は減少
してきています。一方、上水道工事や
農業用水工事では、従来から用いられ
てきた軌道、河川、主要道路といった
短距離推進工事のほか、市街地での長
距離推進や曲線推進のご要望が増加し
ております。
　エースモールDL工法でのダクタイル
推進実績は、1996 年に初めて北海道
で採用されてからこれまでに約6.0kmと
なっており、半管を使用した曲線施工
の実績もあります。
　上水道および農業用水の推進工事で

図−4　平面・縦断図

写真−9　施工現場概況
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は、本管となるダクタイル鋳鉄管や鋼
管を直接推進する、いわゆる「直押し
方式」と、推進工法用鉄筋コンクリート
管をさや管として推進した後、パイプイ
ンパイプ用のダクタイル鋳鉄管などを
挿入する「さや管方式」が用いられて
います。
　「直押し方式」では、ダクタイル鋳鉄
管や鋼管にコンクリートを巻き立てて、
推進ジャッキに設置可能とするために管
外径を調整するとともに、推進力に耐え
うる構造としていますが、管材料費が
高価となっています。このため、施工
延長によっては二工程の推進となる「さ
や管方式」に経済性で劣ることがありま
す。また、基本的には曲線推進施工が
不可能です。
　「さや管方式」は、本管径＋200mm
程度の呼び径のさや管を先に推進す
るため、本管の長さによっては、R ＝
60m 程度の急曲線まで施工可能でか
つ、2 重構造となるため強固な構造と
なっています。
　しかし、上水道および農業用水工事
での曲線推進は下水道に比べて施工事
例が少ないせいか、設計採用が困難な
ケースが多いようです。これはひとえに
エースモール工法を含む推進工法全体
の技術提案が不足しているためと考え
られ、上水道および農業用水の設計に

係わる方々に対し、各工法協会主催で
開催している各種の技術説明会および
現場説明会等に参加を呼び掛ける等、
推進工法の採用向けてこれまでの取り
組みと施工実績をベースに長距離推進
と曲線推進の安全性についての説明を
継続的に行う必要があります。

おわりに5
　下水道普及率のアップとともに施工
実績を伸ばし、技術開発および改良を
重ねてきたエースモール DL 工法です
が、下水道市場の醸成に伴い、老朽し
た管きょを非開削で置き換える改築推
進工法の導入等、推進工法を取り巻く
環境は、大きく変わろうとしています。
　下水道市場と同様に社会生活上の重
要なインフラ設備である上水道市場に
おいては、平成25年に発表された「新
水道ビジョン」で、「持続」「安全」「強
靭」を3本の柱として挙げられています。
推進工法は「安全」「強靭」に貢献す
るために技術の改善を継続的に続けて
いくのは当然ですが、「直押し方式」「さ
や管方式」のいずれの方式でもコスト
を低減することにより「持続」にも貢献
することが求められます。
　長距離および曲線推進での採用が多
いエースモールDL工法としては、施工

事例等の情報を積極的に提供して行く
とともに、推進工法の選定や施工管理
のうえでの問題点を設計関係者の方々
や推進する施工会社の方々から教えて
頂き、顧客満足度の向上を図っていく
必要性を感じております。
　また、各種管材メーカとの情報交換
を密にすることにより、施工面のみでな
く管の構造面への提案を行うことで推
進工法のさらなる発展と適用拡大を目
指して行きます。
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写真−10　仮押管推進状況 写真−11　ダクタイル管接続状況
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