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要旨 

改築推進工法は、下水道の分野において既設管路の老朽劣化や著しい破損、管ズレ、蛇行、たるみ等で、流下

機能が低下した管路を推進工法により破砕排除しつつ、新しい管路を埋設する工法である。よって、本来は下水

道管路の改築工事に用いられる工法である。 

しかしながら、ここでは既設管路の撤去工事に活用しためずらしい事例を紹介する。既設通信管路が土地区画

整理事業により占用位置が民地となってしまい支障となったため、改築推進工法（リバースエース）により、そ

れらの既設管路を破砕・撤去を行ったものである。 

 今後、人口減少等によりあらゆるインフラ設備のスリム化が求められる。本事例は、管路撤去の有効な方法の

一つとしての可能性を示唆していると考える。 

 

Abstract 

In the field of sewage pipes, the reconstruction jacking method is a way to bury a new pipe while crushing and removing old 

pipe that exhibits reduced flow performance due to deterioration, severe damage, pipe deviation, meandering and/or sagging. 

However, here we will introduce a unique case where it was used for the removal of existing pipe. Due to a land 

readjustment project, the land over existing communication conduits became private property and therefore was a hindrance to 

the underground utility. The reconstruction jacking method called “Rebirth Ace” was used to crush and remove those existing 

communication conduits. 

 In the future it will be necessary to streamline infrastructure equipment as the population decreases and for other reasons. 

This case suggests the possibility of using the reconstruction jacking method as an effective way to remove pipes that are no 

longer needed. 

 

 



1. はじめに 

 

1-1 下水道管路の状況 

 

わが国の下水道管路の延長は４７万 kmに達して

おり、このうち、耐用年数５０年を経過した管路は

約１万 kmである。今後、耐用年数の５０年を経過

した老朽管路が急増することになる（図-1）。管路の

老朽化に伴う諸問題のなかでも道路陥没は、下水道

サービスの提供ができなくなるだけでなく、交通障

害や、人身事故を起こした事例も報道されている。

道路陥没は、平成２２年以降、減少傾向にあるが、

平成２７年度で約３３００件発生しており（図-2）、

下水道事業における大きな課題の一つとなっている。 

 

   図-1 管路施設の年度別管理延長 

 

   図-2 管路施設に起因した道路陥没件数の推移 

 

このような現状にあって、平成２７年の下水道法

改正では、下水道の計画的な維持管理を推進するた

め、あらためて持続的な下水道機能確保の重要性が

盛り込まれることとなった。 

 

1-2 改築推進工法 

 

下水道管路の再構築方法として、①更生工法、②

別ルートの新設管・増補管敷設、③敷設替工法（開

削工法）、④敷設替工法（改築推進工法）が考えられ

る。現在は、劣化の程度がまだ軽微であることが多

いため、更生工法が主流となっている。 

このため、既設管の状況（閉塞、蛇行、逆勾配）

により更生工法では改築不可能、かつ別ルートへの

新設が困難で同位置に再構築するしかなく、さらに

開削工法では施工不可能な場合に、はじめて改築推

進工法が選定される。まさに『再構築の奥の手』、ま

たは『最後の手段』という位置付けかと考えられる。 

しかし言い換えれば、今後急増する老朽管におい

て、交通量の多い道路、住宅街の狭隘な道路、地下

埋設物が輻輳している道路などで、改築推進工法で

なければ再構築が不可能な管路の増加が予想され、

近い将来には、下水道管路の再構築に大きく貢献で

きると考えている。 

 

2. リバースエース工法の紹介 

 

2-1 工法概要 

「リバースエース工法」は、改築推進工法の切削

破砕推進工法（既設管充填式）に分類され、ベース

マシンである「エースモール工法」同様、泥土と掘

削攪拌された既設管の破片を先導体後方から取り込

み、先導体に内蔵された圧送ポンプにより排土を行

う圧送排土方式の工法である（図-3）。 

新設管は呼び径２５０～７００（鉄筋コンクリー

ト管）が適用可能である。 

 



 

図-3 改築推進工法の分類 

 

2-2 工法の特徴 

 開発当初は、ベースマシンの「エースモール」が、

硬質土（岩盤、玉石等）を破砕できるマシンである

ため、改良を施さずに改築推進の実験を行った。こ

の結果、既設ヒューム管のコンクリート部分は破砕

できたが、鉄筋を細かく破砕することができなかっ

た。また、既設管破砕片が圧送ポンプを傷つける可

能性があることが分かった。このためビット配置、

圧送ポンプ部材などの変更を経て、現在の「リバー

スエース工法」のマシンとなった。 

 鉄筋コンクリート管に含まれる鉄筋は、リバース

エース用の特殊ヘッドで折り曲げてから、特殊チッ

プとコンクリート管断面に押し付けて切断する（図

-4）。 

 

図-4 鉄筋切断のメカニズム 

 

改築推進工法として様々な工法が開発されている

が、他工法にはない「リバースエース工法」の特徴

である点を述べていく。 

 

 

① 鋼製カラーの切断が可能 

 昭和６０年以前に埋設された管路は、現在の推進

工法用鉄筋コンクリート管のＳＵＳカラーと異なり、

鋼製カラーが設置されていることが多い模様である。

リバースエース工法はこの鋼製カラーを切断するこ

とが可能である（図-5）。 

 

 

図-5 切断された鋼製カラー 

 

② 曲線推進を含む様々な線形修正が可能 

 エースモール工法の特徴である、曲線推進を含む

様々な線形が可能である。よって、「段差や中だるみ

の修正」「勾配の修正・逆勾配での施工」「曲線推進」

等の修正が可能となる（図-6）。施工実績のなかには、

既設のマンホールを破砕して通過した事例もある

（図-7）。 

 

図-6 リバースエースで施工可能な線形修正 

  



  

図-7 実験施設で破砕されたマンホール 

2-3. 施工実績 

 リバースエース工法は、平成２０年から施工実績

を伸ばし平成２９年度末までに累計４.６km を施工

完了している（図-8）。 

東日本大震災で被災した下水道管路の復旧で最も

ご採用いただいたが、残念ながら、開発当初のター

ゲットとしていた老朽管の再構築では、実績が少な

いのが現状である。これは、老朽劣化の程度が更生

工法で改築可能なものが多く、劣化程度の大きなも

のが、まだ顕在化してきていないことなどが考えら

れる。 

 

図-8  リバースエースの施工実績 

 

3. 通信管路撤去工事 

 

3-1. 工事概要 

宮城県気仙沼市において、NTT東日本は津波被災

した既設ルートの信頼性向上に向け、本格復旧時に

橋梁添架設備区間の河川越し設備を構築した。しか

し、数年後、気仙沼市が施工する土地区画整理事業

の換地替えにより河川越しの設備の一部が民地とな

るため、当該区間の撤去を要請された。今回、リバ

ースエースを活用した区間の撤去対象設備は、高深

度マンホール１基（床付け約１２ｍ）中口径管路φ

５００ HP 約３８ｍ（土被り約１２ｍ）であった。

概略図を図-9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 概略図 

 

3-2. 工法選定 

管路撤去工事については、開削工法、オールケー

シング工法、非開削工法（改築推進）の３工法の比

較をおこなった。ここで改築推進工法は引き戻し機

能を有するリバースエース工法としている。 

改築推進工法による管路撤去の手順は、改築推進

で既設管路を破砕・除去し、その後に掘進機の引き

戻し及び既設管路撤去後の空洞充填を行い、完了と

するものである。 

３工法をコスト、期間、周辺交通等への影響の観

点から比較を行った。マンホール撤去後の鋼製土留

を改築推進の発進立坑に活用できることによるコス

トメリット、通行止め等の交通規制の必要がないこ

とから非開削工法を選定した。（表-1） 

 

 

表-1 工法比較 

現在地盤高

盛土約3ｍ

継続使用

撤去

撤去

約12m

盛土約3ｍ

38m

継続使用

既設MH
（高深度MH）

既設MH
（高深度MH）

新設高深度
割込MH

撤去

既設管路への接続管路

対象の撤去管路

 



3-3. リバースエースによる撤去工事 

改築推進の概要を表-2に示す。既設管は呼び径５

００の鉄筋コンクリート管をさや管とし、内部に塩

化ビニル管が敷設されている設備形態であった。リ

バースエースの選定理由は、既設管の破砕・除去が

可能であることは元より、掘進機の引き戻し機能を

有していることが大きく評価されたためである。 

 

 

表-2 改築推進概要 

 

図-10 リバースエース掘進機 

 

推進工自体は、途中、掘進機の周面からの締め付

け等で推力が上昇する場面もあったが、オーバーカ

ットや、推進速度の調整などを実施し、設計推力の

範囲内で到達する事が出来た（図-11）（図-12）。 

引き戻し機能は概ね３００KN程度とされており、

設計での引抜力は許容範囲に収まっているものの、

推進時には管周面抵抗が出来るだけ小さくなるよう、

ボイド形成及び適切な添加材の土圧管理を行った。

また、到達立坑の壁面まで推進後、掘進機から高濃

度の充填材を注入しながら引き戻し作業を行ない、

許容範囲内の引抜力で掘進機を回収することができ

た。その後、既設管の元位置に対し、地上３ケ所か

らセメントミルクによる充填を行い、管路撤去工事

を無事に完了した。 

 

 

図-11 推力グラフ 

 

図-12 カッタトルク 

 

4. おわりに 

劣化した下水道管の改築は、軽微なものは更生工

法で行われており、改築推進工法（リバースエース）

は更生工法で対応不可能な中弛み等の不良設備や破

損により敷設替えが必要な場合に適用されている。

それが、本来の目的ではあるが、今後は、本工法の

有する技術的特性を活かし、本件のような様々な用

途に対応すべく、技術開発・改良改善に取り組んで

いきたいと考えている。 
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