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はじめに

推進工法は、1948 年（昭和 23）尼崎市において鉄

2
2.1

長距離推進の定義と実績
長距離推進の定義

道軌道下の延長 6mを手掘りにより横断したことがはじま

長距離施工の定義は「一区間の掘進延長が呼び

りとされている。1960 年代後半より機械式密閉型推進

径の250 倍を超えた場合または500mを超えた場合」と

工法が開発され、推進力の低減、掘削土砂の搬出方法、
曲線施工、推進管の許容耐荷力の向上等技術力の進
化と共に長距離推進の施工事例が徐々に増えていった。

（公社）日本推進技術協会で規定されている。
長距離施工における主な検討項目は、次のとおりで
ある。

一方で、社会的要求として建設コストの削減や経済・

（1）工法の選定

環境影響などの「社会的コスト」の低減が求められた。

（2）周面抵抗力の低減方法

また、推進工法は下水道処理人口普及率向上に伴い

（3）掘削土砂の搬出方法

面整備事業での採用が縮小してきたが、浸水対策や農

（4）測量の方法

業用水、ガス、電力、水道の分野において多用される

（5）作業員の安全確保（管内作業の制限）

ように推移しつつある。
これらの要件から近年長距離推進の発注が増してい

同協会の規定では「なお、呼び径 2000 未満の施工
においては、施工能率の低下、坑内作業環境の悪化、

る。長距離推進への取組みは、決して推進距離を競う

万一の場合の避難行動の制約等を考慮して、当面の

ものではなく、推進技術の向上が推進工法全体のさら

間、呼び径の500 倍までが長距離施工の適用範囲とす

なる普及拡大に寄与する。推進延長が増すほどに、長

る。呼び径 2000 未満で、この適用範囲を超える施工に

距離推進の安全性について懸念される意見も多く聞か

ついては、前記（1）から（5）の検討項目に加え、土

れるようになった。本稿では、CMT 工法（以下、本工

質および地下水圧を考慮し、管内作業の自動化等に対

法）の長距離推進における作業の効率化および安全性

応した装備を実装する等、安全を確保しなければならな

への取組みについて述べる。

い」 1）とある。
2.2

長距離推進の傾向と実績

公表されている500mを超える長距離推進の施工件
数は、2002 年（平成 14）より増加傾向にあるが、下水
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表−1
呼び径
累計距離（m）
比率（％）

500mを超える管径別累計距離の比率（2002.4 〜 2012.3）３）
（200 件のデータは１０工法協会の協力による）
800

900

1000

1100

1200

1350

1500

1650

1800 総距離(m)

29,505.98

7,329.07

21,001.57

10,356.93

14,997.10

8,572.91

8,123.86

5,372.83

3,357.70 108,617.95

27.2%

6.7%

19.3%

9.5%

13.8%

7.9%

7.5%

4.9%

52.3%

3.1% 200件

83.1%

過去に本誌では「管内で直立歩行できない狭隘な作
業空間」「現場技術者や作業員の苦渋作業のもとに成
り立っている」「管径別の推進延長規定の制定」等の
苦言が掲載された。
本工法では、
①掘進機運転操作
②管据付接合
③中押装置の設置・操作
④油圧機器、送排泥ポンプの運転保守
図−1

⑤測量

総延長に対する呼び径別累計延長の比率

３）

坑内点検

⑥滑材注入
道事業予算が 1998 年（平成 10）をピークに右肩下がり

が坑内作業となる。

2）

に移行するとともに推進工事発注延長も減少している 。

機械式密閉型推進工法が確立された近年では、一

また、社会的コストを含む建設コストの削減が求められ

部工法を除き遠隔操作による無人化施工が進み、掘進

る時代になった。

機と管列が移動する推進中は、管内に立ち入る必要性

都市部では大口径管による雨水貯留管や共同溝等の
推進も施工されているが、地方都市や河川横断・山岳

はない。管の破損や漏水等は推進中に発生するもので
あり、推進中に立入らなければ安全は担保される。

推進で求められる長距離推進の必要管径は、圧倒的に
中口径管によるものが多数である。

呼び径 1500 以下の管径では、掘進機器の点検・滑
材注入・測量（自動測量の選択もある）
・坑内の移動

データによると施工された呼び径 1500 以下の推進で

等はどうしても狭隘な空間での作業になり、技術者・作

は83.1%、呼び径 1000 以下では53.2%になり（表−1、

業員は負担を強いられるが、土質・施工条件を精査検

図−1）
、近年では水道・ガス・電力等ライフラインの整

討したうえで可能と判断されるものは顧客要求に応えた

備に中口径による長距離推進が施工されている。

いと考える（表−2）。

表−2
呼び径

件数

2000

1

1800

200

CMT 工法の呼び径別最大推進延長実績表

400

600

900

800

1000

1200

1400

631
496

1650

2

1500

2

764

1350

5

1200

2

1100

8

1000

21

900

3

572

800

3

557

合計

47

995
1017
1126
1006
1447
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表−3

作業効率化および
安全性への取組み

本工法では、土質・呼び径に対する
施工可能距離の目安を設定している。最
終的には距離・曲線径・発進立坑ヤー
ド・周辺環境（道路・住居）の検討およ
び土質調査資料を精査して最終決定する
（表−3）
。

土質
呼び径

呼び径別施工延長の目安 4） （ｍ）

A・B

C

D

E・F

G・H

I 以上

800

550

500

200

500

300

－

900

650

500

200

500

300

－

1000 ～ 1500

1200

1000

300 ～ 500

700

600

500

1650 ～ 2000

1000

800

300 ～ 700

600

500

400

A：軟弱土（N＝5 未満）, 砂質土（粘土シルト20% 以上） F：岩強度（50～100MN/m2 未満）
B：砂質土（粘土 20% 以下、最大礫径 50mm 以下）
G：岩強度（100～150MN/m2 未満）
C：礫質土Ⅰ
（最大礫径 50～100mm 未満）
H：岩強度（150～200MN/m2 未満）
D：礫質土Ⅱ
（最大礫径 100mm 以上）
I ：岩強度（200～250MN/m2 未満）
E：硬質土（N＝50 以上）岩強度（50MN/m2 未満）
J ：岩強度（250～300MN/m2 以下）

また、呼び径 800 〜 2000については、
密閉型掘進機（水力排土方式）により、以下に示す項

力を常時監視し、ローリング・カッタ電流・切羽押付力

目を完全遠隔操作方式で推進を行う。（無人化施工）

が制限値を超えると保護装置が作動し切削部や元押装

①掘進機運転操作

置が自動停止する。

②中継ポンプ制御（水送排土方式）

中押制御・滑材注入・中間バイパスの制御も併せて

③中押装置の多段制御

集中管理する機構となっている。

④滑材注入制御

掘進機の操作状況は現場からインターネットによりオン

⑤掘進機内の監視（映像・集音）

ラインで協会事務局（㈱推研）に送られ、協会がリアル

ただし、測量および坑内・機器の点検については推

タイムに掘進状況の確認ができるシステムを採用している

進停止後に入坑する。

（写真−1）。

以下に、本工法の作業効率化、および安全性への
取組みについて紹介する。
3.1

作業効率の向上

（1）掘進管理
発進立坑地上に操作室を設置し、掘進機操作盤で
掘進機と管内機器の制御を一元管理する。掘削土砂
の排土は水力排土方式を採用し、管内中継ポンプをイ
ンバータ制御することで流速・流量の安定を図りチャン
バ圧力を維持する（図−2）
。
機体レベル計・ローリング計・カッタ電流・切羽押付

図−2
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写真−1

水力排土方式

協会事務局 PC 画面

（2）全自動中押推進システム（二連中押と多段中押）
推進施工は元押装置で到達するのが理想であるが、

えがあり、泥水配管を切り離す必要がある。配管が 4inch
配管延長 1,000mでは、配管内泥水量は約 16m3となり

複層土質・複数の曲線線形・推進管耐荷力等の諸条

泥水の引抜や再還流させる作業に時間を要する。そこ

件により中押管を組込み推進力の分散が必要となる。

で、500mを超える推進では管路中に中間バイパスを複

一般的に中押ジャッキは490kN×300st が使用される
が、推進管に装着される緩衝材の弾性変形によりジャッ

数設置して段取り替えの時間短縮を図る（写真−3）。
（4）注入設備

キを前方に押しても有効ストロークは70 〜 90% 程度にな

掘進機内から注入する「緩み土圧抑制材」は、二

る。中押管を二連にすることにより1 回の作動距離が増

液混合方式がとられ掘進機内で混合され、自動注入装

し、元押装置により中押ジャッキを縮める回数（推進中

置により注入管理される。推進管内からの二次注入も同

断回数）は減じられ切羽の安定にもつながる。

様に別系統より注入する。

1サイクル＝1−1 押（完了）⇒ 1−2 押（完了）⇒

3.2

安全設備

（1）通信設備

元押作動⇒ 1−1、1−2 縮（完了）
中押設置個所が増えても同様に連動させる。このよう

掘進機先端に集音マイクを設置してカッタモータや各

に、全自動中押推進システムは二連中押装置および多

機器の音を聴き取り異常の有無を察知する。全体として、

段中押装置を元押装置と連動して運転管理する（写真

操作室〜プラント設備〜立坑〜推進管内〜掘進機にマ

−2）
。

イク・スピーカを標準配備する。各スピーカより同時に掘

（3）水力排土方式

進機内の音や会話が聞こえるので何処にいても作業状

本推進工法では、推進管を1 本押すごとに段取り替

写真−2

写真−3

況が把握できる（図−3）。

二連中押

中間バイパス
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マイク・スピーカ

マイク・スピーカ
クラッシャフィーダ

機内バイパス

集音マイク
通信マイク

図−3

（2）照明

マイク・スピーカ

マイク・スピーカ

通信設備

日においても掘進機内温度 30 〜 33 度、湿度 20 〜

管内の通行や管内設置機器のメンテナンスの照度は、

24% 程度の測定結果が得られている。機内の温

安衛則第 604 条に準じて平均 70ルクス以上を確保する。

度湿度が下がると坑内の結露の発生を防止し、電

①作業内容に適した明るさとする

気（子）機器の故障防止につながる。

②作業場所に著しい明暗を生じさせない
③眩しさを抑える
電源は掘進機動力線（400V）より分岐し、300
〜 400m 毎にダウントランスを設置供給する。また、
100m 毎に非常灯の設置を原則とする。
（3）換気
管内および掘進機内の換気は、坑内風速 0.3m/S
以上、坑内温度 33 度以下が望ましいとされている。
また、掘進機内電動機の発熱量や制御盤内電気
（子）機器に影響を及ぼす湿度を考慮する必要
がある。しかし、
高温多湿の空気を送り込むと坑内、
掘進機内環境は改善されない。
本工法では「高圧換気冷却脱臭ユニット」（写

写真−4

高圧換気冷却脱臭ユニット

真−4）を使用する送気方式を採用する。コンプ
レッサによる圧縮空気をユニット内「アフタークーラ」

34

（4）管内通行設備

「エアドライヤ」「ラインおよびミストフィルタ」を通し

長距離の管内移動手段として、軌条設備を設置し移

て乾燥・冷却・脱臭された空気を送り込む。真夏

動する。管内には中継ポンプ等が設置され中断される
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・ 周辺に地盤沈下を起こさず、近接する構造物や
道路に影響を与えない
・ 土圧や水圧による土砂の崩壊や流入を防ぐ効果
が理論的に把握できる
・ 設備の設置撤去が容易にできる
②圧気の効果 5）
・ 圧気圧により切羽からの湧水を阻止し、切羽の
崩壊を防止する（排水効果）
写真−5

・ 圧気の山留め作用により、切羽が安定する（山

管内軌条設備

留効果）

が安全迅速に通行することができる。推進時は無人化
施工であるが測量や点検の入坑は避けられない。中口

・ 圧気で地山が脱水され、土固有の強度を発揮さ
せるので切羽が安定する

径による長距離推進の現実でもある（写真−5）
。
（5）圧気工法
長距離推進においては土質の急激な変化や地下埋
設物との遭遇等予期せぬ事が起きることがある。複合
掘進機の特長は容易に点検扉を開けて「切羽土質の
確認」「ビット交換」「障害物撤去」ができることである。
地下水下ではCMT 圧気システムを使用し対応する（写
真−6）
。
①圧気工法の特長
・ 地下水を排水することなく、地下水面下におい
て切羽の安定を図る

写真−6

図−4

点検扉

CMT 圧気システム
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③圧気と地盤条件

計算が必要になる。発進立坑よりケーブルを配線し掘進

・ 土の粒径が小さいほど圧気効果は大きく、粒径
が大きくなると効果は減少する

機や泥水中継ポンプ等に電力を供給する。通常電圧は
440Vを採用する。

-3

・ 透 水 係 数が小さい程（k＝1×10 cm/s 以 下 ）

・ 接続する負荷の総容量から常時流れる最大電流値

効果的である
・ 土被り、地下水位、粒度構成、透水係数等によ
り圧気圧および空気消費量が異なる

を推定する
・モータの始動電流を加算する
・ 電圧降下の限度は送電側の電圧や負荷の性質等

④ CMT 圧気システム

によるが 7% 以下が望ましい

・給気ブロアーは1.6m×4.0mのユニット型になる

電圧降下（V）は次式で計算する。

・ ユニット内各機器の取付台に防振対策を施し振

e＝30.8×L×I/1000×A

動は軽微である。ユニット内側は二重ボンネット

e ：各線間電圧降下（V）

で囲まれ、最高圧力時に60db 程度である

L：電線の長さ（m）

・ 無給油式ルーツ型ブロアーを採用し、給気は清

I ：各線の電流（A）
A：電線の断面積（mm2）

浄であり電力費も安価である
・ブロアーユニットを設置し、発進立坑内にロックを
据え付け、配管を接続することで圧気作業が開始

上式より電線の抵抗は①電線が細い②電線が長い③
使用電流が大きいと大きくなる。

できる。圧気は掘進機〜管内の全体圧気とする

電圧降下対策としては、電線の断面積を増す、電線

このように、圧気作業は理論的・経験的に危険な作

の条数を増す、掘進機と他の機器のケーブルを2 系統に

業ではない（図−4）
。本工法では圧気システムを採用

する等が考えられる。本工法では掘進機カッタモータにク

しビット交換（写真−7）や障害物撤去等の施工を数多

ラッチ機構を設け始動電流の負荷時間短縮を図る。ま

く経験しているが、人的または機械的事故は皆無であ

た、最大電流値は推定であるので推進開始後使用機

る。障害物の存在が事前調査で明らかな場合は呼び

器の常用電流値を測定し再計画をたてる必要がある。

径 1000 以上を提案している。

4.2

水力排土設備の消耗品の交換

流体設備、処理設備の長時間連続作業においては
消耗品の損耗・取替えは避けられない。
本工法では推進延長 500m 以上、礫率 40% の条件
について損耗部品の取替えを設計計上している。具体
的には、泥水一次処理機および管内泥水中継ポンプの
損耗部品を対象とする。

5
写真−7 ビット交換

おわりに

長距離推進の難易度は距離が延びる程に増加する。
土質条件を含むあらゆる施工条件を精査したうえで設
計・積算を行わなければならない。施工業者である協

4
4.1

その他の長距離対策
電圧降下

長距離推進においては、距離に対する電圧降下の

36

月刊推進技術 Vol. 36 No. 9 2022

会員の意見も重要になる。
中口径による長距離推進については賛否両論あるが、
CMT 工法協会では①推進距離を競うものではなく、推
進技術の普及拡大②完全遠隔操作方式（無人化施工）

による安全性・効率化の確保③狭隘な空間における作
業性の向上等について継続的に技術開発を行い、中口
径における社会的ニーズに応えていきたいと考える。
本稿に取り上げた電圧降下対策や消耗品の交換は
長距離推進に必須の対応であり発注者のご理解を期待
したい。
本工法は中口径（呼び径 2000 以下）を専門に取扱
う工法である。これからも様々な施工条件に対応できる
新技術の開発に研鑽を積み推進技術の発展に貢献して
いく所存です。
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