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特集｜小口径管路の非開削建設技術〈エースモールDL工法における急曲線施工への挑戦〉

はじめに1 .
　地下のライフライン設備は我々の経済，生活を支え
る基盤として構築されてきた。その中で，非開削推進
技術は，地域住民への影響や安全性，経済性の要望に
応えるため，長距離化，立坑の小型化，曲線推進，広
範囲な地盤への対応について進歩しながら，下水道を

はじめ地下のライフライン設備の構築に貢献してき
た。最近では，交通量の増加，狭隘道路，地下埋設物
輻輳，河川越しや軌道越し等の特殊区間の横断等より
厳しい制約条件下の推進が求められている。そういっ
た制約条件の中で，急曲線推進は，立坑位置や占用位
置が限定される等の環境下において要求される場合が
ある。本報告は，小型立坑から発進到達が可能で急曲
線施工も可能なマシンとして開発してきたエースモー
ルDL70 -C（以下本工法と呼ぶ）と施工事例について
述べる。（ここで急曲線とは，曲線半径50m未満の曲
線としている。）

工法概要2 .
　本工法は，『高耐荷力管推進工法泥土圧式一工程式』
に分類され，さらに排土方式を圧送排土方式としてい
る小口径管推進工法である。システムは，先導体，操
作盤，地上ユニット，添加材注入装置，排土タンク，
位置検知装置（レーザターゲット方式，電磁法，液圧
差法，プリズム）から構成されている。システム構成
の概要を図−1に示す。また，小型立坑から発進到達
できる様に先導体を3分割して発進できる（写真−1
参照）。

2−1　掘削排土方式
　先導体の先端にはカッタヘッドが装着されており地
山を回転掘削する。同時にベントナイト等の添加材を
吐出して掘削土砂と回転攪拌して泥土化する。先導
体断面は図−2の先導体断面に示す様な形状をしてお
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図−1　エースモールDLシステム構成

写真−1　エースモールDL70-Cの構成
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り，凹部を泥土が切羽から先導体後方部に流れる。後
方部には圧送ポンプが装着されており，泥土は圧送ポ
ンプの圧送回数に比例して泥土の排出量は調整され，
立坑外の排土タンクまで圧送排土される。
　切羽の安定は，泥土圧と切羽の土圧と水圧とのバラ
ンスにより保たれる。泥土通路には土圧計が装着され
ておりオペレータは土圧計を見ながら圧送回数を操作
する。圧送回数が多いと排出量が多くなるため土圧が
低くなり，少ないと高くなる（図−2参照）。
　泥土の一部は推進管ボイド部へ充填され，地山と推
進管との摩擦力を軽減するため，長距離推進が可能で
ある。

2−2　位置検知方式
　本工法の位置検知方式は，レーザターゲット方式，
電磁法，液圧差法，プリズムの4つの方法がある。直
線区間はレーザターゲット方式，曲線区間は，電磁法，
液圧差法，プリズムを使用する。プリズムは，適用曲
線半径が50m以上となるため，急曲線推進区間では，
電磁法と液圧差法による位置検知システムになる。以
下に電磁法と液圧差法について述べる。
（1）電磁法
　電磁法は，先導体に装備している誘導磁界発生装置
から磁力線を発生させ，地上で誘導磁界検出装置にて
誘導磁界電圧を測定して，先導体の水平位置を計測す
る（図−3参照）。利点は，推進延長による精度の影響
を受けない事である。欠点としては土被りが大きくな
ると磁界が減衰したり，埋設物の輻輳区間や電磁ノイ
ズが発生している環境下では計測が困難になる事であ
る。本工法は，環境ノイズや埋設物が計測に与える影

響が小さい場合，土被り7mまで計測する事が可能で
ある。
（2）液圧差法
　液圧差法は，地上部に設置した液体を入れたタンク
と先導体に装備された圧力センサをつなぐ液圧ホー
ス，操作盤に装備された表示部から構成させており，
深度はタンクの液面と圧力センサの高低差が圧力セン
サの受ける圧力と比例する事を利用して深度を計測す
るものである（図−3参照）。液圧差法も推進延長に
影響を受けない利点がある。

適用範囲3 .
　本工法の適用範囲を表−1に示す。最大推進延長と
最小曲線半径は土質により異なる。

項目 適用範囲

推進管
管種 鉄筋コンクリート管，鋼管，レジンコンクリー

ト管，ダクタイル鋳鉄管

管径 外径760 ～ 880mm
（鉄筋コンクリート管φ600，700mm）

土質

名称 粘性土，砂質土，礫質土，玉石，転石，岩盤
N値 2≦N＜50（粘性土）　４≦N＜50（砂質土）
最大粒径 800mm以下
礫率 90％以下
一軸圧縮強度 250MN/m2以下

推進延長 250m以下（土質により異なる）
曲線半径 30m以上（土質により異なる）
最小発進立坑寸法 φ2,500mm以上（両発進の場合、φ3,000mm以上）
最小到達立坑寸法 φ1,800mm以上（両到達の場合、φ2,200mm以上）
地下水圧 200kPa以下
透水係数 10-1 cm/sec以下

表−1　エースモールDL70-Cの適用範囲

図−2　泥土の形成と流れ

図−3　曲線時の位置検知方法（電磁法と液圧差法）
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急曲線対応マシン4 .
　急曲線対応として，折れ曲がり機能，曲線部における
先導体外径と掘削外径，排土管について以下に述べる。
4−1　折れ曲がり機能
　本工法の仕様は，曲線半径30mを推進出来る事を
目標として開発を行ってきた。曲線半径30mで推進
するためには，土質等施工条件によって方向制御に幅
が必要であるため，曲線半径20mの折れ角を造成で
きる様にした。また，折れ曲がる箇所を2か所設けて
おり，それぞれに油圧ジャッキを配備しており，最大
折れ角はおのおの3.5°折れ曲がる。曲線半径と折れ曲
がり量は，式4-1 -1，式4-1 -2の関係にあり，曲線半
径の折れ曲がり量は，曲線半径20mを満足する（図
−4参照）。

　前方にあるジャッキ（以下方向修正ジャッキという）
は，曲線の掘削孔を造成するためで，後方のジャッキ
（以下中折れジャッキという）は，曲線の地盤反力が
得られにくい地盤において，折れ曲がった姿勢を保持
して地盤反力を得るものである。中折れジャッキが装
備してある接続構造はヒンジ構造になっており，油圧
ジャッキを使用しない時には，方向修正ジャッキで制
御した掘削孔の曲り具合を折れ角センサ（以下ヨーイ
ング計）で折れ角量（以下ヨーイング量という）を計
測できる様になっている。オペレータは，位置計測結
果とヨーイング量から曲線区間の折れ曲がり量を判断
して方向修正ジャッキを制御する（場合によっては中
折れジャッキも操作する）（図−4参照）。

4−2　先導体外径と掘削外径
　曲線施工では，図−5に示す様に曲線上を折れ線状
の先導体，推進管が通過するため，曲線に見合う拡幅
掘削が行われる事がある。この方法は，曲線造成に不
要な領域も掘削する事になるため，管頂部の崩壊や先
導体のノーズダウン現象が起きる危険性がある。

　本工法では，先導体の反力板を付け替える事ができ
る機能（この機能を使って，推進管見合いの先導体の
外径に変える事ができる。）を活かし，急曲線の施工
では左右方向の反力板を曲線造成に必要な寸法を減じ
た標準仕様より薄いものを装着する。掘削外径は標準
のまま，横方向の先導体の幅を縮小する事ができるの
で曲線造成に必要のない領域を掘削せずに推進でき，
ノーズダウン等の危険性を比較的小さくすることがで
きる（図−6参照）。

　急曲線の場合，左右方向の先導体の直径は，急曲線
以外の場合より片側9mm小さくしている（表−2参
照）。

図−4　エースモールDL70-C工法　先導体

図−5　曲線推進時に必要な拡幅掘削量

図−6　急曲線用先導体の断面
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4−3　排土管
　排土管は，切羽部で土砂と添加材を掘削撹拌した泥
土を立坑外まで流体移送するために推進管内に配置し
ている。推進管は鉄筋コンクリート管を使用する事が
多いが，曲線施工では，推進管継手の目地が曲線部外
側で開き，急曲線においては更に顕著になる。推進管
の長さが短くなると折れ角による目開き量が小さくな
るが，曲線半径30mでは管の長さを0.6m以下にする
必要があるため，排土管はそれに合わせて0.6mの長
さの排土管を作成した。なお，長さ1.2mで中央部が
折れる構造の鉄筋コンクリート管がある。

施工事例5 .
　施工場所は，商店，銀行，医療施設や介護施設が建
ち並ぶ地域の主要エリアであり交通量も多い現場であ
る。本工法をご採用いただいた理由は，急曲線と小型
立坑の採用により，交差点内に到達立坑（マンホール）
を築造する事を避けて歩道に構築した事と車道に築造
した立坑を小さくして，交通渋滞等を極力避けて，地
域住民への影響を小さくするためである。

5−1　工事概要
　本工事では，3区間の推進区間があり，急曲線を採
用したのは推進延長が43 .18mの区間である。推進管
は，接続部の目開き量や管軸方向の応力度を算定した
結果，長さ1.2mの推進管で中央に可とう部を設けて
いるSR管を採用した。以下に工事概要を示す。
　工事場所：新潟県
　推進工法：エースモールDL70 -C工法
　土質条件：細砂層N値7（地下水無し）
　推 進 管：鉄筋コンクリート管φ700mm
　　　　　　直線部：SJS継手，50N/mm2

　　　　　　曲線部：SR管B1型
　推 進 長：43 .18m（曲線）本報告箇所
　　　　　　5.25m（直線），3.40m（直線）
　線　　形：図−7，写真−2〜4参照

（mm）

上下
左右

急曲線以外 急曲線
HPφ600mm用 820 820 802
HPφ700mm用 940 940 922

表−2　先導体の直径

図−7　推進線形

写真−4　発進立坑　先導体分割搬入状況

写真−2　発進立坑〜到達立坑

写真−3　到達立坑付近
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5−2　施工結果
　施工は，きめ細やかな施工と施工管理により，無事
精度と推力に問題無く到達できた。以下に（1）曲線
の制御と（2）推力の状況について述べる。
（1）曲線の制御状況
　本工事では，N値7の無水の細砂層であり地盤反力
が充分に得られず，曲線半径35mの線形で推進が困
難になる事が想定されたため，その場合には中折れ
ジャッキを操作して強制的に先導体の姿勢を折れ曲げ
る予定であったが，中折れジャッキを使用せずとも方
向修正ジャッキだけで計画どおりの曲線を推進でき
た。ただし方向修正部，中折れ部の折れ曲げ量は，計
算量に対して約1.4倍の制御を要した（表−3参照）。

（2）推力の状況
　曲線推進においては，直線推進における推進抵抗力
のほかに，推進力の曲線外側方向の分力（水平分力）
による管外周面と地山の摩擦抵抗力がかかる。急曲線
では水平分力が大きくなる事が危惧され，本工事にお
いてもBCを過ぎてから曲線区間で推力の上昇が見ら
れたが，設計に用いた（公社）日本推進技術協会の泥土
圧式の推力算定1227kNの75%の推力920kNで施工
できた（図−8参照）。

おわりに6 .
　施工事例の曲線半径35mの急曲線の施工は，本工
法の平成26年度までの実績では最小の曲線半径の工
事である。難易度の高い工事でありながら無事到達で
きたのは，地域住民のご理解ある協力と発注者様と施
工会社様の適切な施工管理，推進会社様の技術力によ
るものと感謝している。推進工法は，機械の自動化
やIT技術が取り入れられますます高度化しているが，
施工管理をはじめ機械の操作方法等，携わる人の経験
やスキルに依存しているところがある。エースモール
工法協会では，協会主催の研修会をはじめ，危険予知
活動への参加等により，協会員同士のスキルの共有化
を進めている。継続してスキルの共有化に努めていき
たいと思う。また，急曲線施工においては，直線や通
常の曲線よりも先導体の姿勢の把握が正確に求められ
る。エースモール工法の電磁波を使った水平位置計測
（電磁法）においてはパイオニアとして自負している
ところである。本計測方式は，先導体の中心部で計測
するため，先導体の姿勢を把握しやすく，先導体直上
の位置を確認する事ができる。このことは，急曲線を
精度良く推進するためには重要な要素である。今後は，
埋設物輻輳区間や高深度下区間でも位置計測が可能と
なるよう技術開発を進めていきたいと思う。
（特集・技術記事お問合せ先は本誌81頁に掲載）
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折れ曲げ箇所 ①計算値 ②施工時の値 ③=②/①
方向修正部 　1.9° 　2.6° 1 .4
中折れ部 　1.9° 　2.6° 1 .4

表−3　曲線半径35ｍの急曲線を推進するための先導体の折れ曲げ量

図−8　元押推力の経緯
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