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はじめに1 .
　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1.7万
km（総延長の4%）です。また耐用年数の50年を経
過した老朽管路が10年後は6.3万km（13%），20年
後は15万km（32%）と今後急増することになります

（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
れています。道路陥没は，平成22年以降，減少傾向
にありますが，平成28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
ています。
　このような現状にあって，下水道の計画的な維持管
理を推進するため，持続的な下水道機能確保の重要性

が平成27年の下水道法改正時に盛り込まれました。
　下水道管路の再構築方法として，①更生工法，②新
設管（別ルート）・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）があります。
既設管の劣化状況，埋設深度，周辺の環境状況（地下
埋設物，交通量等）により工法が選定されますが，現
在は更生工法が主流となっています。
　改築推進工法は，既設管の状況（閉塞，蛇行，逆勾
配等）により更生工法では改築不可能な場合や，別ルー
トへの新設が困難で，さらに開削工法では施工不可能
な場合に選定されます。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ます。
　しかし言い換えれば，今後急増する老朽管において，
劣化程度が激しい場合や周辺施工環境が厳しい場合等
の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
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図−1　管路施設の年度別管理延長（H29末現在）
図−2　管路施設に起因した道路陥没件数の推移

（国土交通省ホームページより出典）　　
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大きく貢献できると考えています。
　本稿では，改築推進工法のひとつである「リバース
エース工法」の概要と施工事例をご紹介します。

改築推進工法とは2 .
　下水道管路は，長期間使用により管内面が腐食し耐
久性が低下する，路上交通の衝撃などにより破損して
耐荷能力を喪失する，あるいは地盤沈下などによるた
るみが生じ，流下能力が低下することがあります。耐
久性とは，一般的に摩耗，気象，熱，薬品などに対し
ての抵抗力を示し，耐荷能力とは管に作用する鉛直土
圧および活荷重などの外力に対しての抵抗力のこと
で，施設の用途，環境，使用材料などにより耐用年数
が定められています。
　改築推進工法は上記の抵抗力や耐荷能力を失って，構
造的な劣化または機能的に低下した下水道管路を推進
工法により破砕・排除しつつ新管を敷設する工法です。

2−1　改築推進工法と更生工法の違い
　更生工法は，既存の管路を活かし，既設管に対して
更生材を内面被覆させ新しい管と同程度に改良する工
法です。かたや，改築推進工法は，新管に日本下水道
協会規格等で認証された推進工法用管材を使用し，既
設管路の占用位置に新たに管路を敷設する工法です。

「更生工法」は既設管よりも管断面積が縮小されるこ
とと，既設管が縦断方向にたるみや逆勾配があった場
合には修正が難しく既設管と同じに出来上がります。
一方，「改築推進工法」は既設管のたるみやズレを修
正し，適正な導水勾配を確保して管路を構築します。
また，既設管と異なる管径（拡径・縮径）での敷設替
えも可能です。

リバースエース工法の紹介3 .
　現在，改築推進工法として様々な工法が開発されて
いますが，ここでは「リバースエース工法」を紹介し
ます。

3−1　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）に分類されます（図−4）。先

導体に装備した特殊カッタヘッドで既設管を周辺地盤，
基礎材とともに破砕し，泥土と掘削攪拌された既設管
と基礎材の破砕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工法です。
　本工法は表−1に示すように，様々な種類の既設管
や埋設状況に対応できます。

新設管

既設管

リバースエースマシン

図−3　リバースエース工法イメージ図

図−4　改築推進工法の分類

適用領域

既
設
管

本管

管種

鉄筋コンクリート管
　〔開削用、推進用（SUS・鋼製カラー）〕
レジンコンクリート管
　〔開削用、推進用（SUS・鋼製カラー）〕
塩化ビニル管〔開削用、推進用〕
開削用陶管
ポリエチレン管

呼び径 700以下
基礎 砂・砕石・枕木・コンクリート　　
状態 目地・段差・ズレ等の影響なし

新設管

管種

推進用鉄筋コンクリート管
推進用レジンコンクリート管
エースモール用推進鋼管
推進用ダクタイル鋳鉄管

呼び径
250〜700
（推進用鉄筋コンクリート管の場合）
既設管径によらず任意に口径拡大が可能

表−1　リバースエース適用管種



31No-Dig Today  No.108（2019.7）

3−2　特殊カッタヘッド
　本工法の特長の一つは，既設の管種に合わせて専用
の特殊カッタヘッドを使用することで様々な種類の既
設管に対応出来ることです。
　特殊カッタヘッドは，鉄筋コンクリート管，レジ
ンコンクリート管に対応するA型と，塩化ビニル管，
陶管，ポリエチレン管に対応するB型の2種類があり
ます（写真−1）。

　鉄筋コンクリート管を切削するメカニズムを紹介し
ます。
　特殊カッタヘッドA型で，まずコンクリートをカッ
タヘッドの回転力により細かく破砕し，特殊カッタ
ビットで切削することにより破砕面は凸凹の断面にな
ります。この時点で鉄筋は，特殊カッタビットの回転
により回転方向に折り曲げられます。次に，折り曲げ
られた鉄筋を，破砕断面の凹部で特殊カッタビットの
先端と背面のコンクリートに挟み込み，鉄筋断面を欠
損させることで切断します（図−5）。

3−3　線形修正が可能
　既設管を切削できること，および最小曲線半径
100m程度までの曲線推進ができることで，「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」等が可能となります（図−6）。
　また，既設マンホールの通過した施工事例もありま
す（写真−2）。

特長を活かした施工事例4 .
　老朽劣化した塩化ビニル管を新たな鉄筋コンクリー
ト管に，既設とは異なる線形で施工した事例をご紹介
いたします。

4−1　工事の経緯
　本工事は，長い間の交通荷重等から，部分的な閉塞
や破損が発生し流下機能不全となっている塩化ビニル
管の改築工事です。基本的には，同じ道路内にバイパ
スを推進工法により構築します。
　しかし，本施工区間は道幅が狭く占用スペースがあ

写真−1　特殊カッタヘッド写真

特殊カッタヘッドA型 特殊カッタヘッドB型

図−5　既設管切削メカニズム

図−6　リバースエースで施工可能な線形修正

写真−2　実験施設で破砕されたマンホール
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りませんでした。また，建設重機の搬入も難しく開削
工事で管路の敷設替えも不可能でした。
　そこで，既設管と同じ位置に占用することができる
改築推進工法で施工することとなりました。管径を小
さくし既設とは異なる勾配とする必要があるため，リ
バースエース工法が採用されました。

4−2　工事概要
　施工場所：神奈川県座間市
　推進線形：62 .04ｍ（単曲線 R=100  CL＝12 .23ｍ）
　土 被 り：2.20m
　周辺土質：火山灰質シルト〜粘土質腐植土
　　　　　　（N値：1 〜 2）
　既 設 管：呼び径450開削用塩化ビニル管
　　　　　　（状態：不通）
　新 設 管：呼び径250推進用鉄筋コンクリート管
　新設管勾配：－6.0‰
　本施工区間とバイパス区間は占用位置が違うため，
それぞれの立坑間を空伏工で接続する必要がありまし
た。そこで，リバースエースの特長を活かし既設管路
を途中で離れ，曲線施工によりバイパス管推進工事の
立坑へ到達する線形としました。
　それにより，立坑1基とその箇所の空伏工を削減す
る経済化設計とすることができました（図−7）。

4−3　推進結果
　本施工区間の管周辺地盤は，適用範囲内であったも
のの軟弱層であるため，曲線施工の際の地盤反力を得
られるかの懸念がありましたが，管理値内の精度で無
事に到達することができました。
　推力についても図−8に示すように設計推力以内で
した。途中No.5〜No.24間において推力が低下して
いますが，これは，同区間での土圧状況や排土状況か
ら，既設管の充填が一部不十分なところがあったので
はないかと推測されます。
　次に，曲線区間のマシン姿勢等について確認します

（表−2）。
　垂直方向ですが，10‰の上向き修正量をかけること
によりピッチングは－8.1‰と設計勾配－6.0‰と同
程度のマシン姿勢を維持することができています。
　次に水平方向ですが，100Rの左カーブに必要なヨー
イング量－12 .0‰と同等の左向き修正量により，ヨー
イング－12 .0‰と設計と同等の値を維持することが

 既設人孔　 

 既設人孔　 
 既設塩化ビニル管 
（流下機能不全）　 

  

図−7　現場イメージ図

図−8　推力と設計推力
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できています。水平方向に比べ垂直方向は大きな修正
量が必要であったことが分かります。

おわりに5 .
　改築推進工法の検討では，通常の推進工法と異なる
点（立坑築造箇所の選定，水替工法など）があります。
採用の可能性が低い場合でも，不明な点は弊社にお気
軽にご相談下さい。
　また，改築推進工法は，通常の推進工法よりもさら
に不確定要素（破砕された既設管の挙動，管基礎の状
態など）が多く，施工難度が高い工法です。今後も改
良・改善，技術の向上に努め，より良い工法となるこ
とを目指しています。
　最後になりますが，今回紹介させていただいた工事
の完了をもって，神奈川県で第一号のリバースエース
工法となりました。つきましては，設計および施工に

携わった皆様のご協力のもと完了することができたこ
とを，誌面をお借りし御礼申し上げます。
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曲線区間

垂直方向
平均垂直修正量 10 .2‰
平均ピッチング －8.1‰
設計勾配 －6.0‰

水平方向
平均水平修正量 －11 .6‰
平均ヨーイング －11 .4‰
設計ヨーイング －12 .0‰

表−2　曲線区間の修正量とマシン姿勢
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