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地中障害撤去工事・基礎杭工事

マルチドリル工法
地中障害撤去工事・基礎杭工事

マルチドリル工法

株式会社オトワコーエイ



01 マルチドリル工法とは

マルチドリル工法とはリーダ式ケーシング掘削工法の一種で、クローラが装備され
た移動可能な掘削機本体にリーダと回転掘削装置が搭載されており、ケーシングを
使用して地中障害物を切削・撤去・場所打ち杭を置換設置する工法です。
組立・解体時に相判クレーンを必要としないため、一般工法での施工が困難な狭い

現場への搬入・施工も可能です。また、回転掘削装置が前面に突き出た形状をして

いるため、壁際や既存構造物への近接施工が可能です。

マルチドリル工法とは？

工法フローチャート

Multi Drill

マルチドリル工法



02マルチドリル掘削機性能表

Performance table

機械性能表

Soilmec

SR-45

COMACCHIO

CH 650

定格エンジン出力

最大回転トルク

メインウインチ

最大掘削深度 フリクションケリー

最大掘削深度 ロックケリー

最大掘削径

機体寸法

機体質量 42.0t

3750 (W) x 7200 (D) x 19,971 (H)

φ1,500

201kW

165kN

65.0m

185kN ( 18.9ton/m )

50.5m

SR-45

65.0t

4270 (W) x 7300 (D) x 22,242 (H)

φ2,000

261kW

250kN

62.0m - 69.0m

262kN ( 26.7ton/m )

50.5m - 56.5m

CH 650



03 本工法の特徴

壁際施工試験風景 敷地角地施工風景

壁際施工風景

狭隘地施工風景 狭隘地施工風景

既存建物際
200mm - の

超近接施工が可能‼

15.0m x 20.0m 程度の狭隘地で単独組立・施工が可能‼
また前面道路の使用許可取得済み等の

特別な条件がある場合には
更に狭い 15.0m x 15.0m 程度の敷地でも

組立・施工を行うことが可能‼

マルチドリル掘削機は回転掘削装置が突出した形状をしているため、通常の全

周回転掘削工法では、施工をすることが困難な既存の構造物際や隣地境界線際、
敷地角地での施工を可能としております。

壁際･隣地境界線際
･敷地角地での施工

1

マルチドリル掘削機は組立解体時・施工時とともに、相番機を必要としない仕

様であることから、一般工法での施工が難しい狭隘地においてその特異性を発
揮します。また、空頭制限地に対応した、低空頭対応型の掘削機も存在します。

狭隘地での施工2

Features introduction

本工法の特徴



04本工法の特徴

2

41

20.0m 程度の敷地

3

リーダーを自立

三点式杭打機

掘削装置

マルチドリル掘削機

掘削装置

三点式杭打機
と比較した際
回転掘削装置
が下部に搭載
されている為
移動・旋回時
の重機の

安定性を大幅
に増大‼

マルチドリル掘削機 (SR-45) 輸送時体制図

15.27m

3.96m

※上記輸送姿勢は 4x13m ケリー装着時の寸法図です

掘削機本体は低床トレーラーにキャタピラを搭載した状態で
積載することが可能な仕様となっており、本体に付随する
部材の運搬コストや・組立解体作業時のコストを削減‼

マルチドリル掘削機は三点式杭打機と比較してコンパクトな機械設計が特徴で

す。自立するリーダーを本体に搭載することにより、運搬時のコストの削減や
組立解体時に発生するコスト・リスクの低減の効果があります。

コンパクトな機械構造4

マルチドリル掘削機はロータリーテーブルと呼ばれる回転掘削機構が三点式杭

打機と比較して下部に搭載された設計となっています。重機本体の重心を下げ

ることで、作業時の重機の安定性を大幅に増大しています｡

低重心設計3

マルチドリル掘削機 (SR-45) 組立時体制図



本工法では一般的な全周回転式オールケーシング工法と比較して低騒音、低振動で
施工を行うことが可能です。また回転掘削装置であるロータリーテーブルは最大ト
ルク 26.7t を発揮することが可能で、パワフルな施工を実現します。

低騒音・低振動・パワフル6

05 本工法の特徴

マルチドリル工法では、撤去対象物や掘削対象物に応じて掘削に使用するツールス
を柔軟に変更することが可能です。既存構造物の破砕に適したものや一般的な地山

の掘削に適したものなど、その種類は多岐に渡ります。

多彩な掘削ツールス5

独自の施工ノウハウ

【対応対象物】対象物全般
主に通常の一般土砂の掘削や既存コンクリート構造

物の破砕に使用するツールスです。

コニカルヘッド

【対応対象物】一般土砂・ガラ等
ケーシング内部の土砂や細かいガラ等を排出するた

めに使用するツールスです。

ドリリングバケット

【対応対象物】鉄筋コンクリート等
バケット先端・内部の各所に配置された超硬ビット

によって対象物を粉砕するツールスです。

カットバケット

【対応対象物】鉄筋コンクリート等
ケーシング内部の切削後の対象物を油圧式のシェル
を用いて掴み上げるツールスです。

グラブビット

小型パワージャッキ際にもケーシングの先端に他社には
ない特殊形状のビットを装着するこ
とによって、施工能率を大幅に向上
させています。
更に弊社ではこれまでの数々の杭工

事で培ってきた独自のノウハウを活

かし、マルチドリル工法による障害
撤去工事のみならずその後の山留工
事・基礎杭工事の一貫施工を行うこ
とが可能となっております。
杭工事も是非一度ご相談下さい。

弊社では施工における効率性を更

に向上させるべく、日々施工実績

に基づき、研究開発を行っており

ます。

一例として独自開発の小型パワー
ジャッキを併用することでこれま
でにない狭隘地・壁際での大深度
掘削を実現しました。また掘削の



06施工能率比較表

Comparison table

施工能率比較表

有効掘削径・有効掘削長

各種施工

施工ヤード 壁際施工時詳細図
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最低作業ヤードの目安

※ 各種データは平均的な
　 施工事例に基づくものであり
　 例外的な事例を含みません

マルチドリル工法
20.0 m x 15.0m

全周回転式掘削工法
30.0 m x 20.0m

※ 上記データは一般土砂を対象とした掘削能力の比較であり
　 撤去対象物や施工環境に応じて施工能率が変動します。

マルチドリル工法

全周回転式掘削工法

全周回転式掘削工法マルチドリル工法

マルチドリル工法

□ ケーシング面 離隔距離 200mm -
□ 杭芯 離隔距離 950mm -

Φ1,500
ケーシング

マルチドリル掘削機
本体部

0500100015002500 20003000(mm)

□ ケーシング面 離隔距離 1,850mm -
□ 杭芯 離隔距離 2,500mm -

Φ2,000クラス
全周回転式掘削機本体部

Φ1,500
ケーシング

0500100015002500 20003000(mm)

□有効掘削径
Φ1,000-Φ2,000

□有効掘削長
- 38.0 m

□有効掘削径
Φ1,000-Φ3,200

□有効掘削長
- 50.0 m

全周回転式掘削工法

マルチドリル工法 全周回転式掘削工法

搬入車両台数 少 標準作業員数 少

組立解体時間 短運搬コスト 低

搬入車両台数 多 標準作業員数 多

組立解体時間 長運搬コスト 高
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