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はじめに1

　「ハイブリッド」と辞書を引くと「異なったものを組み合
わせたもの」とあります。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と泥濃式を組み合わせた推進工
法です。
　本工法は、泥水式と泥濃式が有する各々の技術的
特性を活かし推進区間内の土質変化に応じて最適な方
式に切替えること可能です。これにより掘進機の切羽の
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す。
　次章では本工法のシステム概要と特長を、第3章で
は土質の変化に対応させた施工事例を紹介します。

ハイブリッドモール工法概要2

2.1　システム概要
　大中口径管推進工法は切羽の開放状態により、開放
型と密閉型に分類され、密閉型は切羽の安定方法と土
砂の搬出方法により「泥水式」「土圧式」「泥濃式」
に分類されます。本工法は文頭でも述べましたが、泥水
式と泥濃式を組み合わせた推進工法です。掘削方式と
排土処理方式を組み合わせることで、同一スパン内で土

質が変化する場合においても安定した推進と掘削残土
の減量化が可能です。掘削方式と排土処理方式の組
み合わせによる本工法の方式分類を表−1に示します。

　掘削方式が泥水式で排土処理方式が還流式（泥水
式）のSS方式は細粒分が少なく透水性が中位の土質
が最適で、逸泥が少なく分級処理効果が高くなり、岩
盤では掘削効率も高くなります。掘削方式が泥濃式で
排土処理方式が還流式（泥水式）のNS方式は、従
来の泥水式では逸泥が懸念される礫径が大きく透水性
が高位な土質や、従来の泥濃式では噴発が懸念される
地下水位の高い地盤に適しています。掘削方式が泥濃
式で排土処理方式が吸引式（泥濃式）のNN方式は
細粒分が多く礫混入率が少ない土質に適しています。
　本工法の特性を最も発揮できる代表的な方式であるＮ
Ｓ方式の概要図を図−１に、掘削方式と排土処理方式の
切替え模式図を図−２に示します。なお、現場の条件に
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方式 掘削方式 排土
処理方式 備考

ＳＳ方式 泥水式 還流式 送排泥ポンプで搬送し泥水
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

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

表−1　ハイブリッドモール工法の方式分類
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より掘進機の仕様は異なります。３章では泥水式掘進機
をベースにしたＮＳ方式での施工事例を紹介しています。
2.2　工法の特長
　本工法の特長を以下に示します。
　①推進途中でも掘進機内の配管制御ラインの切替え

で掘削方式と排土処理方式の変更が可能
　　・土質変化の激しい地盤においても切羽面の安定

を確保した推進ができます。
　②産業廃棄物の大幅な削減および掘削添加材の再

利用が可能
　　・排土処理方式を排泥土制御装置で還流式に変

換し泥水処理で分級後、高濃度泥水を再利用
することで産業廃棄物が削減できます。

　③既設構造物到達（外筒残置）が可能
　　・既設マンホールやシールドへの到達等、既設構

造物からの掘進機の引上げ回収が困難な場合、
掘進機外筒部を残置し、内包するカッタ装置お
よびその駆動装置等は分割回収します。

　　・外筒部は到達後、掘進機を回収するまで動かす
ことがないので、地山を乱すことなく安全に回収
できます。

　　・残置外筒部と埋設管との隙間に免震効果の高い
緩衝材を注入することで可とう性構造が形成でき
ます。

　④コンパクト立坑で標準管推進が可能
　　・3段のショートストロークジャッキを用いて任意の位

置に設置可能なハイブリッドモール用元押ジャッキ
（写真−1）と鋼製さや管を使用することでコンパ
クトな立坑からの発進が可能です。立坑寸法を
表−2に示します。

図−1　NS方式の概要図

図−2　掘削方式と排土処理方式の切替え模式図 写真−1　ハイブリッドモール用元押ジャッキ
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　　・鋼製さや管の設置方法としては、掘進機と一体
で発進する一体方式と、掘進機に先行してさや
管のみを推進する分離方式があります。一体方
式による施工手順を図−3に示します。

　⑤特殊支圧壁でコンクリートガラの産業廃棄物減量が
可能

　　・設置および撤去が容易で、また転用可能な鋼製
山留め材を使用し、間詰め等に限定した打設で
コンクリートの少量化を図ります。

・鋼製山留め材の連結には押角背面の補強効果
を持った特許取得済みの積層ピースを使用しま
す。積層ピースを用いた支圧壁の使用例を写真
−2に示します。

施工事例3

　本工法は、平成14 年度から施工を開始し、令
和元年度末までに132工事で採用されています。
その中から掘削方式を変更することで土質の変化
に対応した施工事例を紹介します。
3.1　高透水性地盤での施工事例
【工事概要】（図−4）
　呼 び 径：2800
　管　　種：推進工法用鉄筋コンクリート管
　推進延長：L＝267.1m
　推進線形：R＝300m　1箇所
　土　　質：礫混り細砂層
　　　　　　最大礫径150mm
　　　　　　礫率12.5%、N値＝40
　土 被 り：最大5.53m

　地下水位：G.L.−0.60m
　推進区間は透水性が高く、崩壊性のある砂層にφ
150mm程度の礫が混じっており周辺の別工事にて泥
水式での推進が困難であったという経緯があります。そ
こで崩壊性の高い地盤に遭遇した場合は配管制御ライ
ンを切替え、掘削方式を泥水式から泥濃式（NS式）
に変更することで掘削面の崩壊防止可能なハイブリッド
モール工法が採用されました。礫を破砕するためのコー
ンクラッシャを装備した泥水式掘進機をベースに高濃度

呼び径 立坑寸法
φ（mm）

さや管
内径

φ（mm）
長さ

L（mm）
800 3,000 1,120 1,600
900 3,000 1,230 1,600

1000 3,000 1,350 1,650
1100 3,200 1,460 1,700
1200 3,200 1,580 1,750
1350 3,500 1,750 1,800

表−2　立坑寸法（標準管推進）

写真−2　積層ピースを用いた支圧壁の使用例

図−3　鋼製さや管設置手順（一体方式）
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泥水注入口と排土バルブを装備
し、面板の開口率は12.4%に制
限しました。さらに、掘進機上部
に設けた滑材注入口から滑材を
注入しテールボイドの加圧維持と
推進抵抗力の軽減を図りました。
　写真−3に送排泥ラインを、写
真−4に掘進機外観を、写真−5に到達立坑を示します。
　施工結果としては、全区間をＮＳ方式で対応し高濃
度泥水を前面から吐出することで掘削面の崩壊を防止、
高濃度泥水を含んだ掘削土砂は排泥圧を管理しながら

還流ラインへ放出し排土しました。最終的な推力は泥水
式の設計推進力10,434kNに対し6,800kNと約65％で
無事に工事を完了しました。

3.2　粘性土と岩盤の施工事例
【工事概要】

　呼 び 径：1350
　管　　種：推進工ダクタイル鋳鉄管
　推進延長：3工事9スパン　L＝1,191.5m
　土　　質：粘性土、千枚岩、礫混り砂質シルト
　本工事は、昭和40年代に整備された沖縄県うるま市
〜那覇市間の送水管の老朽化および耐震対策として新
石川浄水場の拡張移転に伴い、沖縄県企業局で段階
的に管路整備を進めている全長約2.3kmの石川〜上間
送水管工事（東恩納〜栄野比工区）で連続的に採用
された事例です。工事区間の土質は粘性土と千枚岩
が主であり1台の掘進機で泥濃式と泥水式が切替可能
なハイブリッドモール工法が採用されました。各スパンの
土質状況と掘進機方式については表−3に示します。ま
た、写真−6に管材設置状況を、写真−7に推進状況
を示します。

図−4　概要図

写真−5　到達立坑

写真−4　掘進機外観

写真−3　送排泥ライン

高濃度泥水注入口

排土バルブ
（SS方式：常時開放）

送泥管

排泥管

NN方式

SS方式

NS方式

【送排泥ライン】
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　推進延長79.0m区間の第
5スパンでは千枚岩と粘性土
の互層でしたがSS方式で施
工し、設計推進力1,452（kN）
に対し、テールボイドの加圧
維持と推進抵抗力の軽減の
ため滑材注入を実施した結
果、推進力は950（kN）で
到達精度は上に22mm、左
13mmの精度でした。また、
他スパンにおいても設計推進力の約半分程度で推進力
と高精度で施工を完了しました。

おわりに4

　大中口径管推進工法の発注延長は年々減少してお
り、平成27年度では34.6kmとなっています。方式別で
見ると、掘削土砂が全量産業廃棄物となる課題はあるも
のの、掘進機の構造がシンプルで長距離・急曲線にも

対応でき外筒残置方式の採用で既設構造物への到達
が可能な泥濃式推進工法が半数以上を占めています。
　しかし、近年特に都市部においては異常気象が原因
のゲリラ豪雨による被害が多発していることから、国土
交通省では平成28年度末の都市浸水対策実施率58%
を令和2年度末までに62%にすることを重点目標に掲げ
ています。気象災害に対するリスク低減に向けて下水
道による都市浸水対策の推進（強化）が急務となって
おり、推進工法に対する期待が大きくなりつつあります。
　これまで単一工法では困難と考えられていた施工条
件下での推進も他工法（方式）との複合およびシールド
工法との併用など、各要素技術のハイブリッド化でその
課題を克服することが可能です。
　今後も厳しい条件下での施工が増加すると思われま
すので、各要素技術の開発と現場状況に応じた技術の
カスタマイズにより推進工法のさらなる発展に貢献して行
く所存です。
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○お問い合わせ先
　ハイブリッドモール工法協会
　〒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：03-3845-8135　Fax：03-3845-8150
　https://www.airec.co.jp/

推進延長（ｍ） 地下水の有無 土質 掘進方式
第１スパン 182.0 無 礫混り砂質シルト・粘性土 ＮＮ方式
第２スパン 74.5 有 千枚岩・礫混り砂質シルト ＳＳ方式
第３スパン 166.5 有 千枚岩 ＳＳ方式
第４スパン 70.0 有 千枚岩・礫混り砂質シルト ＳＳ方式
第５スパン 79.0 有 粘性土・千枚岩 ＳＳ方式
第６スパン 146.0 有 粘性土・シルト質砂礫 ＮＮ方式
第７スパン 162.5 無 粘性土 ＮＮ方式
第８スパン 188.0 無 粘性土・礫混り砂質シルト ＮＮ方式
第９スパン 122.5 無 礫混り砂質シルト・粘性土 ＮＮ方式

表−3　各スパンの土質状況

写真−7　推進状況

写真−6　管材設置状況


