
60 No-Dig Today  No.110（2020.1）

特集｜大中口径管路の非開削建設技術〈変化の多い互層土質と高礫・高透水性地盤を克服するハイブリッドモール工法による推進〉

はじめに1 .
　国内で初めて推進工法が採用されてから70年経過
し，その間に多様化するニーズに対応するべく様々な
技術革新が行われてきました。推
進工法の掘進方法は刃口式の開放
型推進工法から密閉型推進工法へ
と進化し，長距離推進や急曲線推
進も可能となりました。
　大中口径管推進工法は，開放型
と密閉型に区分されており，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
類されます。
　ハイブリッドモール工法は，密閉
型の泥水式と泥濃式を組合わせた
工法で，推進区間内で土質に見
合った方式に切替えることにより，
切羽の安定性向上と掘削残土の分
級による汚泥の削減を可能とした
推進工法です。
　本稿では，工法の概要並びに本
工法の特徴を活かした工事実績を
紹介します。

はじめに2 .
2−1　システム概要
　本工法は，泥水式推進工法と泥

濃式推進工法の各々が有する技術的特性を活かし，短
所を補完するために切羽安定と土砂搬出方法の組合わ
せを推進区間内の土質変化に応じて最適な方式に切り
替えることで，施工の安定性確保によるトラブル回避
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長所

・泥水圧により確実な
切羽の安定制御が可
能

・掘削と排土が循環回
路としてシステム化
され，集中理が可能
で信頼性が高い

・泥水式に比べ，作業
用地が狭い

・泥濃式に比べ，地下
水圧の高い地盤にも
対応できる

・オーバカットし，滑
材および泥土を充満
するので長距離・曲
線推進に適用できる

・掘進機構造がシンプ
ル

短所

・泥水処理プラント用
地が必要

・騒音・振動対策が必
要な場合がある

・トロバケットを使用
する場合は，施工性
が劣る

・長距離になると産廃
処分量が多くなる

表−1　密閉型推進工法の長所と短所

方　式 SS方式 NS方式 NN方式
掘削方式 泥水式 泥濃式 泥濃式

排土処理方式

還流式 還流式 吸引式
・送排泥ポンプで搬送

し、泥水処理
・送排泥ポンプで搬送

し、泥水処理分級
・高濃度泥水は再利用

・吸排泥装置で排泥タ
ンクにストック後産
廃処理

記事

・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
高い

・岩盤では掘削効率が
高い

・礫径が大きく透水性
の高位な土質に適し
ている

・排泥土制御装置で還
流式に排土処理を変
換する

・高濃度泥水に分級後
の細粒泥水を再利用
する

・細粒分の多い礫混入
率が少ない土に適し
ている

・礫分級が不要

表−2　掘削方式と排土方式の組合わせ
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と土砂分級処理による汚泥の大幅削減および添加材の
リサイクル化を実現した複合式推進工法です。
　「密閉型推進工法の長所と短所」を表−1に示します。
　ハイブリッドモール工法は，「掘削方式と排土方式
の組合わせ」により，表−2に示す3つの方式に分類
されます。
　NS方式は，高い透水性や礫地盤への地山の変化に
応じ，推進区間内でカッタヘッドから作泥材を送る泥
濃式により切羽を安定させます。また排土バルブの後
続に排泥土制御装置を設けることで還流式による排泥

土の分級を行い，建設汚泥（産業廃棄物）の削減を実
現し，SS方式，NN方式双方の短所を補う推進を可能
としました。
　「NS方式の概要図」を図−1に示します。

2−2　工法の特徴
（1）土質変化の激しい地盤での切羽の安定確保
　推進区間内での掘進機内の送排泥ラインの切替えに
より，掘削方式と排土処理方式の変更が可能なことか
ら，互層による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可能です。また呼び径
1000以上では機内からのビット交換も可能です。
　「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。
（2）産業廃棄物削減と掘削添加材の再利用
　泥水処理設備による円滑な土砂分級処理で，産業廃
棄物の削減が可能となり，分級効果を高めることで高濃
度泥水等および裏込め材への再利用が可能となります。
（3）ハイブリッド坑口および鋼製支圧壁で
　　　廃材・資材の減量
　ハイブリッド坑口および鋼製支圧壁を使用すること
でコンクリートガラの産業廃棄物を削減できます。ハ
イブリッド坑口は立坑内の防護コンクリートの機能を
持ち，また鋼製支圧壁を用い反力とすることで，空隙
の間詰めのみに限定した打設でコンクリートの少量化
を図ります。

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
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（4）外筒残置（既設構造物到達）が可能
　外筒残置機能を有していることから，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
回収が困難な場合，掘進機外筒部を残置し，推進管を
外筒内に納め，カッタ，駆動装置等の内部機器を発進
立坑側より分割回収が可能です。
（5）コンパクト立坑で標準管推進が可能

　鋼製さや管を使用することでコ
ンパクト立坑（φ3,000〜3,500mm）
からの標準管推進が可能です。呼
び径 1350 以下の NN 方式おいて
は，立坑の外側へさや管としての
機能を持つハイブリッド坑口を取
付けることにより，コンパクトな
立坑から標準管の推進を可能とし
ました。「コンパクト立坑発進作
業手順」を図−3に示します。

工事実績紹介3 .
3−1　工事概要
　紹介する工事は，いずれも近年多発している1時間
当たり100mmを超える様なゲリラ豪雨，バックビル
ディング現象といった大規模な集中豪雨や大地震に対
する“災害に強い安全なまち”と“復興まちづくり” 
を実現するために実施した工事です。豪雨時の水を一
時貯留および河川に集中放流することで住民とまち 
を水害から守る雨水渠と，被災現場におけるライフラ
インの早期復旧を非開削推進工事として築造したもの
です。
　その中で，複合急曲線施工，外筒残置，変化の多い互
層土質での推進といった特徴的な事例を紹介します。

3−2　施工事例
（1）クランク道路4急曲線　複合曲線施工
　最大径20mmの礫を含む砂地盤で，最小曲率半径
25mの急曲線2区間を含む複合4曲線区間での推進
　施工場所：新潟県
　管　　種：推進用鉄筋コンクリート管呼び径2000
　推 進 長：225 .1m
　土　　質：砂質土
　線　　形：複合曲線（R1=150m，R2=25m，
　　　　　　　　　　　R2=25m，R3=50m）
　方　　式：NS方式
　ポイント：①急曲線対応掘進機による急曲線対応
　　　　　　②推進開始時からの滑材連続注入による
　　　　　　　推力低減
　「施工概要図」を図−4，「急曲線対応掘進機」を写
真−1に示します。図−3　コンパクト立坑発進作業手順

図−4　施工概要図
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（2）既設マンホール到達　外筒残置施工
　高水位，礫質土での急曲線推進で，既設マンホール
に直接到達し，主要県道の車道上であることから掘進
機の回収が不可能であるため，外筒残置方式により発
進立坑から分割回収
　施工場所：和歌山県
　管　　種：推進用鉄筋コンクリート管呼び径1000
　推 進 長：107 .1m
　土　　質：粘土混じり砂礫層
　線　　形：曲線（R=30m　CL=47 .1m　90°曲線）
　方　　式：NS方式
　ポイント：①中折れ式掘進機による急曲線対応
　　　　　　②外筒残置タイプ掘進機による
　　　　　　　外筒残置施工
　「施工概要図」を図−5，「外筒残置施工状況」を写
真−2に示します。

（3）急曲線　礫〜砂礫土　高透水性土質　互層推進
　泥水還流式排泥による汚泥の削減により，建設コス
ト削減を図りつつ，礫混じりの急曲線，砂礫土での高
い透水性への地山の変化に対応
　施工場所：茨城県
　管　　種：推進用鉄筋コンクリート管呼び径900
　推 進 長：285 .0m
　土　　質：砂礫土
　線　　形：複合曲線（R1=600m　R2=50m）
　方　　式：SS方式
　ポイント：①曲線補助筒での反力確保による
　　　　　　　急曲線対応
　　　　　　②作泥材注入孔装着による
　　　　　　　制御ライン切替え装備
　「施工概要図」を図−6，「曲線補助筒」を写真−3
に示します。

写真−1　急曲線対応掘進機

図−5　施工概要図

写真−2　外筒残置施工状況

写真−3　曲線補助筒
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（4）連続急曲線　軟弱地盤〜礫・玉　互層推進
　連続する軟弱地盤での最小曲率半径20mの急曲線
4区間を含む複合7曲線区間での推進で，最大礫径
300mmの玉石を含む礫層への遭遇を克服
　施工場所：熊本県
　管　　種：推進用鉄筋コンクリート管呼び径1200
　推 進 長：282 .2m
　土　　質：粘性土（N値=2〜4　最大礫径=60mm
　　　　　　　　　　礫率4%）
　線　　形：複合曲線（R=35・35・20・20・20・20
　　　　　　　　　　　・100m　7 ヶ所）
　方　　式：NN方式
　ポイント：①オーバーカットによる
　　　　　　　推進管の追随性確保
　　　　　　②曲線補助筒での反力確保による
　　　　　　　急曲線対応
　　　　　　③滑材の連続注入と中押推進装置による
　　　　　　　推力低減
　「施工概要図」を図−7，「中押推進装置　設置／推
進状況」を写真−4に示します。

今後の課題に向けて4 .
　上下水道，ガス，電力，通信におけるパイプライン
の地下利用は，既存設備の老朽化により道路の陥没，
配給路遮断，供給品質低下等多くの懸念が指摘されて
おり，早急に対処することが昨今の課題となっていま
す。また労働者人口が減少する中，限られた人材や財
源，期間を有効的に活用することが強く要求されてい
ます。推進技術においてもこれまで不可能としていた

図−6　施工概要図

図−7　施工概要図

写真−4　中押推進装置　設置／推進状況
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大・小土被り，長距離，急曲線への対応，高礫・高透
水性地質や狭隘地といった厳しい施工条件が加わり，
大きな進化が求められてきています。
　ハイブリッドモール工法も安全性を堅持しつつ，厳
しい施工条件下での施工品質の向上を目指し，今後も
改良・開発に努めていく所存であります。

おわりに5 .
　日本各地で起きているこれまでに経験したことのな
い甚大な被害を教訓に，国や各自治体では中長期的な
将来を見据え，“災害に強い安全・安心なまちづくり”
を計画的に推し進めています。具体的には，豪雨の際
の出水から市街地を守る「雨水排水施設整備」として，
砂防堰堤や避難路に併せて雨水渠を築造し，流下能力
が不足している箇所を解消することが大々的に計画さ
れています。
　ハイブリッドモール工法は，これまでも被災地の復
興と，防災・減災に全力で携わってきました。今後に
おいても，社会貢献や環境保全に大きく貢献できる工

法であり，安全・安心に暮らせるまちづくりへの一助
となるようお応えしたいと切に願っており，またその
一躍を担える工法と確信しています。
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