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はじめに1
　わが国最初の推進工事では推進延
長は6mで鉄道の横断敷設であったが、
推進工法の掘進方法も開放型（刃口）
推進工法から密閉型推進工法へと進化
し、道路を縦断する長距離推進が可能
となった。掘進機で掘削した土砂の搬
出も効率化され流体輸送、ポンプ圧送
あるいは吸引（真空）排出されること
になり、65年を経た現在の最長距離は
1.5kmに迫ろうしている。
　大中口径管推進工法は、開放型と密
閉型に分類されており、密閉型はさら
に泥水式推進工法、土圧式推進工法と
泥濃式推進工法に分類されている。各
工法とも土質、線形および推進延長等
の設計条件により選択されているが、
土圧式推進工法と泥濃式推進工法は掘
進機の先端から添加材または高濃度泥
水（以下、掘削添加材）を注入して切
羽の安定を図っているため、大量の掘
削残土が産業廃棄物として排出される。
産業廃棄物は、処理場への運搬により
最終処分されるが近年、最終処理場の
容量不足が逼迫しており、社会問題の
一つとなっている。排出者責任として産
業廃棄物の減量化を進めていくことが

重要な課題である。
　ハイブリッドモール工法（以下、本
工法）は大中口径管推進工法において、
一般的な推進工法である泥水式および
土圧式が有する各々の技術的特性を生
かし、推進区間内の土質変化に応じて
最適な方法に切り替えることで掘進機
の切羽の安定性向上と掘削残土の分級
と循環装置の開発による建設汚泥の大
幅な減量化および掘削添加材のリサイ
クル化を実現した画期的な複合式推進
工法である。以下にその掘削 ･ 排土の
概要と施工事例等を紹介する。

密閉型推進工法の
切羽安定と排土輸送方法2

　密閉型推進工法において掘進時の切
羽の安定を図ることが周辺地盤への影響
を軽減する上で最も重要な要素と考え
られる。表−1に密閉型推進工法別の切
羽の安定方法と排土輸送方法を示す。
　ここに示すとおり、泥水式は安定液
理論による切羽圧力の加圧で地山の土
圧や水圧に抵抗させ、切羽を安定させ
る施工法であるが、泥土圧および泥濃
式は掘削土砂との掘削添加材の攪拌・
混合体による不透水壁をカッタ前面お
よび室内に構築し、加圧を行うことで切

羽の安定を図る施工方法となっている。
　泥水式推進工法においては、崩壊性
や透水性が高い地盤の掘進では、切羽
の安定のためには泥水圧と面板のみで
圧力を保持することは難しく、送泥水の
逸泥を招き排泥の分離沈降が発生しや
すくなる。また、適正な泥水性状の確
保に繊細な管理が求められ、過大に高
濃度、高比重に変化した余剰泥水の搬
出処理後は一変して低濃度泥水から掘
進再開を余儀なくされるため、地山へ
の最適な送泥水への迅速な対応が困難
な場合も見受けられる。
　逆に泥土圧（土圧）式の場合、切羽
の安定の観点からは地山土粒子を積極
的に活用した切羽性状は不透水性が確
保されやすく、切羽に近い段階で目詰
め効果が期待でき、切羽崩壊への対抗
手段としては優位となるが、不適切な
掘削添加材配合や注入量を削減した場
合は、掘削地山との攪拌・混合が不十
分となり、カッタトルクや周辺摩擦力の
上昇を招き、スクリュコンベヤから地下
水の噴発や流動性の悪い土砂の滞留・
閉塞が生じる場合も多い。
　一方、泥濃式推進工法の場合は、泥
水式と泥土圧式推進工法の中間的な切
羽の土砂性状で安定を図っているが、
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掘削添加材の配合濃度や注入量によっ
て、高濃度塑性流動体から貧配合液性

（高含水比）まで領域範囲が拡大され
すぎている。
　 次に、排土処理方法については、泥
水式は排泥管という密閉空間を排泥ポ
ンプで流体輸送し、地上の泥水処理設
備において土砂と泥水に分離し、土砂
は一般残土して処理し、泥水は比重調
整等を行った後送泥ポンプで切羽に送
り再利用する還流のシステムが確立し
ている。ただし、比重調整時等で発生
する余剰泥水は産業廃棄物として処理
する。土圧式ではスクリュコンベヤより
排出される泥土はトロバケットでそのま
ま地上の土砂ホッパまで排土されるか、
圧送管内を圧送ポンプで地上の土砂
ホッパまで圧送される。それらの泥土
の性状はトロバッケの場合が5〜12cm
程度、圧送ポンプの場合で12〜15cm
程度のスランプを有する状態であるの
で、産業廃棄物として処理される。ま
た、泥濃式では地山の礫混入率により
掘削添加材の注入比率が異なるため排
土バルブより搬出される泥土性状はスラ
ンプ 8 〜 22cm 程度と範囲が広いもの
の、吸引排土された泥土は産業廃棄物
として処理される。掘進機後方で分級
された吸引されない粗石は一般残土で
ある。

工法概要3
　本工法は、掘削方式と排土処理方法
により表−2に示すように泥濃系ハイブ
リッドモール（NN 方式、NS 方式、SS
方式）と土圧系ハイブリッドモール（SS
方式、DS方式、DD方式）に分類され、
各方式の土質使い分けを表−3に示す。
　NS方式、DS方式が前述の密閉型推
進工法と異なる方式であり、泥水式で
は切羽の安定保持が難しくなるような
土質、しかしながらこの土質は泥水処
理設備において分級効果が高い土質で
もあるため、土圧式・泥濃式といった
方式で全量産業廃棄物とするのがモッ
タイナイ土質に適応する。
　これら方式の模式図を図−1、2に示
す。図−1、2で示した第2掘削室等は

着脱可能な構造であり、また、図−1
のNS方式においては泥濃系のベースマ
シンの例であるが、泥水系をベースマ
シンとしたタイプも使用している。
　本工法は、同一スパン内で土質が変
化する場合においても、対象土質に応
じて掘削方式と排土処理方式を組み合
わせることが可能なことより安定した掘
進と掘削残土の減量化が可能な工法で
はあるが、ベースマシンの変更はでき
ないため、スパン全体の土質条件、施
工条件を勘案して選択している。
　図−3に示すように岩盤、砂礫・玉
石、粘性土と変化する土質のスパンで
も、立坑を構築することなく、掘進機内
で掘削方式と排土処理方法を組み替え
ることが可能である。

工法分類 切羽の安定 制御方法 排土処理方法

密閉型推進工

泥水式

掘進機のカッタチャンバ内を送泥ポンプによ
り満たした泥水の圧力で切羽の土圧・水圧
に対抗

送排泥ポンプの回転数を制御
して切羽水圧、流量を調整

掘削土砂と混合された泥水を排泥管を通じて排泥ポ
ンプで地上の泥水処理設備へ流体輸送。処理設備
で土砂と泥水を分離し、土砂は一般残土として搬出。
泥水は調整後切羽に送り再利用。

土圧式

掘進機のカッタチャン内で掘削土砂と圧送
した掘削添加材とを攪拌混合して塑性流動
化した状態として、その泥土圧により切羽
の水圧・土圧に対抗

スクリュコンベヤの回転数を
制御し、推進速度に応じた排
土量に調整

スクリュコンベヤより搬出される泥状の土砂はトロバ
ケットで地上までそのまま排土したり、圧送管内を圧
送ポンプにより地上まで排土

泥濃式

掘進機前面およびカッタチャンバ内に圧送
した掘削添加材と掘削土砂とを攪拌混合し
た流動性の泥土として、その圧力により切
羽の土圧・水圧に対抗

排土バルブの開閉で間欠的
に排土しながら管理範囲内に
圧力を保持

泥状の掘削土砂は約 70mmで分級し、細粒分は排
土管を通じて地上の吸引装置で排土コンテナまで吸
引排土、粗粒分はトロバケットで排土

表−1　密閉型推進工法の切羽の安定・排土処理方法

分類 掘削方式 排土処理方式

泥濃系
ハイブリッドモール

土圧系
ハイブリッドモール

NN方式 泥濃式 吸引式 吸排泥装置で排泥タンクにストック後、産
廃処理

NS方式 泥濃式 還流式 吸排泥ポンプで搬送し泥水処理にて分級
後、高濃度泥水は再利用

SS方式 泥水式 還流式 送排泥ポンプで搬送し泥水処理

DS方式 土圧式 還流式 吸排泥ポンプで搬送し泥水処理にて分級
後、添加材は再利用

DD方式 土圧式 圧送式 圧送ポンプで搬送し泥水処理にて分級後、
産廃処理

表−2　方式の分類
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排土量4
　一般的に泥濃式の排土については、
掘削添加材に目詰材が大量に含まれて
いるため振動ふるいによる分級は難し
いとされ、加水等が行われているが、
本工法では滑材効果としても、切羽の
安定掘削の上でも重要な掘削添加材
に、小口径管推進工法泥土圧方式の
エースモール工法同様な目詰材の少な
い高粘性のものを使用することにより、
十分な分級効果を得ている。
　本工法の特長を生かせるNS 方式と
DS 方式の排土量計算においては、泥
水式と同様に地山の粒度構成に応じた
物質収支計算を行うが、掘削添加材の
量を地山の細粒分に合算して行うことと
している。また、余剰泥水の細分級を
行うことで、掘削添加材等への利用が
可能となり、産業廃棄物のさらなる減

量化を図っている。
　表−4にSS方式、NS方式、NN方式
の排土量の比較を示す。NN 方式が従
来泥濃式と同様であるので、NS方式と
することによる産業廃棄物の減量率は
ケース1の場合で88%、ケース2の場
合で 80%、ケース3 の場合で 9%とな
る。ケース3のようにシルト・粘土分が
30%以上占めるような土質においては、

還流方式の場合比重調整のために加水
しなければならなくなり、処理数量が
増加し、脱水等の二次処理機を用いな
ければ分級効果は得にくい。二次処理
機を配置するとなると、プラント用地も
広く必要となるため、シルト・粘土分が
30% 以上占めるような土質においては
全量産業廃棄物もやむを得ない。

図−1　ＮＳ方式 図−2　ＤＳ方式

図−3　施工モデル

分類 掘削方式 排土方式 土質区分 排土処理

NN方式 泥濃式 吸引式 細粒分の多い、礫混入率の少ない土質 坑内礫分級作業が不要。吸排泥装置で排泥タンクに貯留後、全
量産廃処理

NS方式 泥濃式 環流式 礫径が大きく、透水性が高位な土質 無開放状態の第二掘削室にて礫を破砕し、分級処理後掘削添
加材に細粒泥水を再利用

SS方式 泥水式 環流式
細粒分が少ない、透水性が中位な土質 逸泥が少なく、分級処理効果が高い
岩盤 掘削効率の高さ

DS方式 土圧式 環流式 礫径が大きく、透水性が高位な土質 無開放状態の第二掘削室にて礫を破砕し、分級処理後掘削添
加材に細粒泥水を再利用

DD方式 土圧式 圧送式
（吸引式） 細粒分の多い、礫混入率の少ない土質 坑内礫破砕作業が不要。圧送ポンプ(吸排泥装置)で土砂ホッ

パに貯留後、全量産廃処理

表−3　方式の土質使い分け
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施工事例5
　産業廃棄物の減量化を行った事例の
中より、最近のものを2例紹介する。

5.1　立坑まで吸引排土し、
　　　その後分級処理を行った事例
　図−4に示すような路線状況の両発
進立坑よりの、φ1,350mmとφ1,100mm

に関して、図−5に示すような立坑内ま
で吸引排土した土砂を連続排土システ
ムにより、地上の泥水処理設備に圧送
して泥水と混合後分級したものである。

方式 SS NS NN

ケース1 比重　ρ＝2.75
含水比　w＝10.0%

礫：G＝50.0%
砂：S＝50.0%

シルト・粘土：C＝ 0.0%

一般残土　408.5m3

産廃（泥土）　19.0m3
一般残土　432.0m3

産廃（泥土）　 66.8m3
一般残土　0.0m3

産廃（泥土）　547.6m3

ケース2 比重　ρ＝2.70
含水比　w＝20.0%

礫：G＝10.0%
砂：S＝80.0%

シルト・粘土：C＝10.0%

一般残土　353.7m3

産廃（泥土）　 94.8m3
一般残土　374.2m3

産廃（泥土）　101.2m3
一般残土　0.0m3

産廃（泥土）　504.6m3

ケース3 比重　ρ＝2.65
含水比　w＝35.0%

礫：G＝ 5.0%
砂：S＝65.0%

シルト・粘土：C＝30.0%

一般残土　220.4m3

産廃（泥土）　441.8m3
一般残土　233.2m3

産廃（泥土）　460.9m3
一般残土　0.0m3

産廃（泥土）　504.6m3

表−4　排土量の比較例（呼び径：1200　推進延長：200ｍ）

図−4　路線状況

図−5　泥濃系ハイブリッドモール（吸引後分級）
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土質が砂層であり、目詰材の少ない掘
削添加材を使用した効果で、産業廃棄
物を大幅に減量できた。
5.2　コンパクト立坑よりの
　　　一体発進事例
　写真−1に示すように掘進機と出窓
鋼管とを一体で発進し、出窓鋼管内部
にはあらかじめ特殊坑口を装備してお
り、所定位置で掘進機を分離し推進を
行うものである。出窓鋼管と推進管外
径とは70mmの離隔である。写真−2

にはコンパクト立坑の管据付作業状況
を示すが、標準管（管長2.43m）を据
付ける場合にはジャッキを推進架台内
に吊降ろし、作業空間を確保する。立
坑はφ3,000mmより可能であるが、今
回はφ3,500mmであった。

おわりに6
　本工法は、大中口径管推進工法各
方式の良いとこ取りの感はあるが、現
在誰もが使用しているような施工方法
にもメスを入れるといえば大げさになる
が、ニッチ的な改良開発を進め、施工
面、安全面、環境面においてより良い
ものを残していけるよう取り組んで行き
たい。
　最後に、読者皆様にご質問をして終
わりたいと思う。「坑口コンクリートの機
能は何ですか ?」、「なぜ、ゴムパッキ
ンの地山側にコンクリートを打設するの
ですか ?」この質問に対する回答を筆

者まで寄せていただければ幸いである。

○お問い合わせ先
　ハイブリッドモール工法協会　事務局
　〒111-0034
　東京都台東区雷門1-4-4
　ネクストサイト浅草ビル
　アイレック技建㈱非開削推進事業本部内
　Tel：03-5830-3281
　Fax：03-5830-3524
　http://hybridmole.jp/
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特殊坑口

出窓鋼管

本体掘進機

写真−1　出窓鋼管を掘進機と一体で発進

写真−2　コンパクト立坑施工状況
（発進立坑：φ3,500mmライナープレート　推進管φ800mm　推進延長L=117.2ｍ）
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