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はじめに1
　エースモール工法は、小口径管推進
工法の高耐荷力管推進工法泥土圧式一
工程方式に分類される推進工法であり、
独自の掘削・排土方式と位置計測技術
の採用により長距離・曲線推進を可能
としている。
　なお、近年では施工環境等の問題か
ら、推進技術はもとより安全・施工品
質への要求も高度化してきている。そこ
で本稿では、これらの要求課題への工
法協会活動ならびに技術的な取り組み
について紹介する。

協会設立の趣旨と経緯2
　都市機能の高度化により、ライフライ
ン施設の整備拡充が加速する中にあっ
て、地下空間の有効利用を図るために
は様々な課題を解決する必要がある。
このような社会的ニーズに応えるべく、
多くの推進工法が開発された。
　その中で、エースモール工法の持つ
長距離・曲線推進の技術的特性を活か
すことにより、管きょ線形の自由度が増
し、立坑数の削減等によるコストダウ
ンや周辺環境への影響減少といった効
果が発揮でき、社会資本整備推進に必
ずや貢献できるものと考え、平成4年

5月に47社の賛同を得て「エースモー
ル工法協会」を設立した。現在、会員
82社により本工法のさらなる技術の発
展と普及に取り組んでいる。会員数の
推移と地域分布を図−1、2に示す。

協会が実施する主な事業活動3
　当協会では、エースモール工法の技
術普及・PRを目的に事業活動を展開し
ている。
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図−1　会員数の推移 図−2　会員の地域分布
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特　集 安全・良質な推進工事を堅持する

　ここでは、現在実施している安全・
品質向上に向けた取り組みについて紹
介する。
3.1　表彰制度（理事会・表彰委員会）
　この制度は、推進技術者のスキルアッ
プとモチベーション向上を目的に平成
11年度より始めたもので、会員会社に
所属する推進技術者を対象に、これま
でに「技術賞」52件を表彰している。
また、平成22年度からは、施工者の
みならず協会活動の活性化を目指し、
技術開発、市場拡大、品質・信頼性向
上等への貢献として「特別賞」を設定し、
これまでに10件を表彰しており、会員
の意識高揚を図っている。
3.2　技術者育成（技術部会）
　推進技術は日々進化しており、安全
ならびに施工品質の維持向上を図るう
えでも、最新技術の習得は推進技術者
にとって不可欠であると考え、当協会で
は、発足当初から各種の技術研修を実
施している。
　以下に各研修の実施内容を記す。
（1）基礎研修
　本工法の施工に初めて携わる推進技
術者が推進装置の基本操作を習得する
ための研修で、今年度は25名が修了
した。
（2）分割回収研修
　推進到達立坑において、先導体を分
割回収するための技術資格を取得する

ための研修で、今年度は18名が資格認
定を受けており、さらなる高度技術研修
では10名が資格者証を取得している。
（3）プリズム計測技術研修
　プリズム計測の技術資格を取得する
ための研修で、基礎研修（Step.1）・
OJT研修（Step.2）・現場実習（Step.3）
からなり、今年度の22名を加え基礎研
修は88名が修了しており、その内30
名が現場実習における技術認定を受け
資格者証を取得している。
（4）総合研修
　本工法に係る全ての推進技術者を対
象とした研修で、技術開発、改良・改
善およびオペレーティング技術等に関す
る情報を共有し、推進技術者のスキル
アップと安全ならびに施工品質の向上
を図ることを目的に年1回を目途に開
催している。
3.3　技術普及活動（技術部会）
　エースモール工法に関する技術の標
準化とその普及を目的として、「技術部
会」を設置している。主な活動として
は、前述の技術研修計画ならびに本工
法の技術開発、改良・改善および施工
実績に基づく技術・積算資料の改定等
を実施している。また、協会設定の標
準領域を超える案件への適用について、
部会委員による審議を行う等、恒常的に
技術の高度化とその普及に努めている。

3.4　広報活動（企画広報部会）
　エースモール工法への理解度、認
知度向上を図るため、「企画広報部会」
を設置している。主な活動は、関連団
体との共催により主要都市を中心に自
治体、設計コンサルタントに向けた技
術説明会を実施し、本工法のみならず
推進技術全般の広報PRを推進してい
る。また、下水道協会主催の下水道展
における推進実機と最新技術等の展示
や実工事での現場見学会等を通じて、
市場ニーズの把握に努め、本工法のさ
らなる発展に向け取り組んでいる。実
施状況写真−1、2を示す。

会員の施工に対する安全・
高品質確保に向けた支援活動4

　推進工法に対するさらなる技術の高
度化を求める声は益々高まる傾向にあ
り、当協会が技術資料に定める標準適
用領域を超える条件での施工希望も多
く寄せられている。
　このような場合、当協会（前述「技
術部会」）では、提示された条件に基
づき、施工実績、推進機材の仕様とオ
ペレーション技術等を勘案し、施工に
伴う課題とその対策の実現性等を総合
的に検討したうえで、実施工の安全と
品質確保を考慮し適用の可否判断をし
ている。
　以下に本工法の最長推進距離にチャ

写真−1　技術説明会実施状況 写真−2　下水道展展示状況
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レンジした事例ならびに実施工におい
て日常的に実施している取り組みにつ
いて紹介する。
4.1　推進長のギネス記録に挑戦
（1）工法適用検討
①概要
　本件は、交通量の非常に多い国道
歩道部の縦断推進工事で、施工区間内
に立坑を設置すると車道部占用となり、
交通に多大な影響を及ぼす恐れがある
ため、推進延長が357.0m以上とする
必要がある。また、占用位置を確保す
るうえで2箇所の曲線部を設けなけれ
ばならないという、標準領域を大幅に
超える大変厳しい条件であることから、
本工法を適用するうえでの想定される
技術的課題とその解決策を検討した。
図−3に工事概要を示す。
②想定される課題の抽出と対策の検討
　本工法の推進機材の駆動源はすべて
立坑部から出ており、推進距離に比例
して各装置類の損失が大きくなり、本
来持っている能力も半減される。
　そこで、施工条件に基づき想定され
る課題を抽出し、それらの対策を検討
したうえで、仮想推進実験により各装置
類の能力検証を実施した。想定される
課題と対策を表−1、図−4および写
真−3〜5に示す。
（2）推進施工における対策の実施
　実施工にあたり、より安全・確実な
推進を実現するため、前述の対策に加
え以下の対策を実施した。
①添加材注入圧力の低減
　添加材は、通常はベントナイト＋粘
土＋滑材を主配合として使用するが、
注入抵抗値の低減を目的に、ポリマ系
添加材（こんにゃくマッド）を主配合と
して使用した。
②元押推進力の低減
　先頭管に滑材注入孔を設置し、常時
滑材の注入を実施するとともに、坑口
においても推進力の状況に応じて対応

できるよう滑材注入孔を設置し、元押
推進力の低減を図った。実施状況を写
真−6に示す。
③推進管の対応
　本件の設計推力は1,727kNであり、
90N/mm2管（鉄筋コンクリート管）の
許容耐力1,644kNを超えるため、レジ
ンコンクリート管（許容耐力2,262kN）
で対応することとした。
　その結果、推進途上で流木に遭遇す
る等により一時的に推進能率が低下し
たが、各対策の確実な実施と慎重な施
工管理の徹底により、357.25mの長距
離曲線推進を上下方向±0mm、右左

方向＋10mmの高精度で無事完了する
ことができた。実施状況を写真−7、8
に示す。

装置 想定される課題 対策

土砂圧送部
・油圧ロスで動かない
・排土回数が低下
・磨耗による排土漏れ

①圧送ホース増設（２本⇒３本）
②圧送部先端の一体化
③エアアシスト・圧送サポート装置の併用

カッタトルク部

・油圧ロスでカッタが回らない
・油圧ロスで破砕力が低下
・油圧ロスで回転数が減少
・ビットが著しく磨耗

事前検証で異常なし
事前検証で異常なし
事前検証で異常なし
④耐摩耗性の高いフェイス型ビット装備

方向修正部 ・油圧力伝達に時間がかかる 事前検証で異常なし

添加材注入部
・注入抵抗値が高く流量不足
・注入抵抗値が高く高粘性材が
　送れない

高圧仕様（7MPa）の注入ポンプ採用
注入ホースの口径アップ
ポリマ系を使用

気系統部 ・電気抵抗値が高く電圧降下発生 検証で異常なし

カッタホース口径アップ
で油圧ロス低減

表−1　想定される課題と対策

図−3　工事概要

図−4　　圧送ホース増設

一体型 分離型

写真−3　圧送部先端の一体化
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特　集 安全・良質な推進工事を堅持する

　なお、長距離推進の適用拡大につい
ては、まだまだ課題は残されているが、
施工の安全性を重視し、推進推力の低
減、推進装置の改良・改善、より確実な
施工技術の確立等を行い、標準化に向
けた取組みを推進したいと考えている。
4.2　日常的な取り組み
　本工法の工事実施においては、当工
法協会員であるアイレック技建株式会
社からのレンタルにより推進機材が各
現場に提供されており、同社の一元管
理による高い品質管理基準に基づくメ
ンテナンスの実施により、全国遍く高品
質なマシン提供を実現している。また、
顧客先からの要請により、施工進捗に
深刻な影響を及ぼすトラブルを未然に
防ぐため、推進前や推進中ならびにト
ラブルが誘発した場合等において、各
種の支援サービスを実施している。以
下に主な取り組みについて述べる。
（1）推進前のサポート
①推進工事着工前にKY（危険予知）
会議の開催をし、最適なオペレート
方法等を提案。
②現場条件に応じた非破壊探査ツール
を用いた事前調査の実施（エスパー・
埋設深度測定器など）

（2）推進中のサポート
①ほぼ毎日、推進オペレータに施工状
況を確認し、情報交換・技術相談に
対応。
②トラブル発生時等のオペレート指導

エア注入部

写真−4　エアアシスト・圧送サポート装置の併用 写真−5　耐摩耗性の高いフェイス型ビット装備

写真−6　坑口・先頭管から滑材注入

写真−7　発進部・初期推進状況

写真−8　到達部・先導体到達状況
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および技術支援。
③情報ネットワークサービスを用いたプ
リズム計測遠隔支援。支援システム
概要を図−5、写真−9、10に示す。
　これまでの実績として、予め危険ポイ
ントを共通認識することでトラブルを未
然に防止できたことはもとより、トラブ
ルが発生した場合においても迅速な対
応が可能となる等この取り組みの効果
が実証されており、当協会としても本工
法の信頼性獲得に大きく貢献する活動
であると高く評価している。

今後の課題と対応方針5
　わが国が少子高齢化社会に加え人口
減少というこれまでにない状況を迎える
中にあって、技術を継承するための技
術者育成は、産業界全体の課題である。
当協会では、前述の研修制度のとおり、
今年度は推進技術者に25名が新規登
録されたが、円滑な技術の継承を実現
するためには、さらに会員各社との連
携を図り、協会全体として技術者育成
を推進する必要があると考えている。
　また、改築推進工法のリバースエー
ス工法を導入して8年目を迎え、この
間、新型カッタヘッドの開発により鋼製
カラー継手管への対応も可能とし、先
の東日本大震災の復興事業等では一定
の役割を果たせたものと認識している。
しかし、その施工においては、既設管
種の相違や着手前に確認できない不明
物に遭遇する等、施工時のリスクが大
きくなる場合もあり、設計段階ならびに
施工着手前の既設管とその周辺状況を
十分に調査・把握することの重要性を
改めて痛感した。
　今後、下水道長寿命化計画により改
築推進工法の必要性が高まることが想
定されるが、解決すべき課題が多く残
されているのが現状である。そこには、
自らが解決できない問題もあるが、当

協会としては、改築推進技術の認知度
向上と安全かつ高品質な施工の実現に
向け、リバースエース工法のさらなる技
術の高度化と効率化を図ると共に、工
法普及PR活動の強化に取り組みたい。

おわりに6
　近年の防災や環境衛生保全等によ
り、地下インフラ設備の重要度は益々
高まっており、より安定した設備構築の
実現に向けて、推進工法は不可欠の技
術である。
　当協会としても、今後の人口減少を
背景とした社会変動を見極め、社会の
負託に応えるべく技術を進化させ、より

安全・確実で信頼される推進工法を目
指し、努力、精進を重ねていく所存で
ある。
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写真−9　支援センタ 写真−10　現場計測状況

図−5　プリズム計測遠隔支援システム概要


