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1.  はじめに 

 

近年都市部では地上部の過密化によりますます地下

空間利用がすすんでおり，都市部の軟弱地盤のトンネ

ル構築に有効なシールド工法は数多くの実績をあげて

いる。シールド工法ではあらかじめ構築された発進立

坑と到達立坑の間をシールドマシンによって掘進する

が，事業費の削減あるいは地上用地確保の困難さから

その掘削径を問わず長距離化（2km以上）する傾向がみ

られる。 

長距離掘進を行うための最大の課題は，シールドマ

シンのカッター前方に装備されるカッタービット（以

下，ビットと略す）の耐久性であり，掘進に伴い磨耗

したビットを交換あるいは延命する技術が必要とされ

ている。本稿では，この要請に答えるべく開発した２

種類のビット交換技術について述べる。 

 

2.  カッターヘッドの構造とビット交換技術

の対象 

 

ビットを取り付けるカッターヘッドは，地山を泥土

圧で保持する場合のスポーク形と泥水圧で保持する場

合の面板形に分類される（図－１参照）。スポーク形，

面板形ともにビットはスポークに設置されており，面

板形は各スポークの隙間を板状の鋼材で塞ぐ構造であ

る。図－２に示すとおり，通常カッターヘッドは，掘

削土を取込むフード部を挟んで，人的作業が行えるガ

ーダー部から離れており，カッターヘッド直近で人的

作業を行うことはできないが，スポーク形，面板形共

に大口径のシールドマシンであれば，センターコーン

を通って，スポーク内に人が入ることができる。 

そこで，ビットの交換技術として，大口径シールド

マシンのスポークに取付けられるビットに関して人的

作業による交換技術（「球体式ビット交換システム」）

の開発を，また，小口径から大口径までのシールドマ

シンのビットに関して人的作業による交換が不要なビ
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(a)スポーク形 (b)面板形 
図－１ カッターヘッドの形状例 
Fig.1 Examples of Cutter head type 

図－２ スポーク内での交換作業

Fig.2 Image of work in a cutter spoke
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図－４ 交換作業 

Fig.4 The steps of replacing work 

ット交換技術の開発（「二重ビット」）を行った。 

なお，シールドマシ

ンのビットは主に，最

も先端で地山をほぐす

役目を果たす「先行ビ

ット」と，残された地

山を切削する幅の広い

「メインビット」に大

別され（図－３参照），

開発の過程では球体式

ビット交換システムに

おいて先行ビットを，

二重ビットにおいてメ

インビットを対象とし

たが，両技術はこのビ

ットの種類を選ぶもの

ではなく，それぞれの

ビットに対応できる。 

 

3.  球体式ビット交換システム 

 
3.1  概要 

球体式ビット交換システムは，大口径シールドのス

ポーク内に作業スペースを確保し，人的作業によって

ビットを交換する技術である。スポーク内には回転可

能な球体が設置されており，球体には地山に対して前

進後退可能なビットが設置されている。具体的には，

ビット交換時には，ビットを球体の中に引き込んで球

体内に納めた後，球体を回転させることで，球体内部

は地山側の土水圧を受けない安全な状態となり，ビッ

トをスポーク内に引き出して新しいビットと交換する。 

3.2  交換手順 

図－４にビットの交換手順を示す。 

掘進時には，ビット及び球体がスポークフレームに

固定された状態でビットが地山を切削する（掘進時）。

交換時には掘進を停止し，スポーク内に作業員が入り

ビットを球体内に後退させる（ビット収納時）。次にビ

ットを回転させ地山側と遮断した状態で止水性を確保

しビットを交換する（球体回転時）。 

3.3  要求性能 

本システムの要求性能を以下に示す。 

①止水性（1.0MPa） 

 ビット交換を行う作業員が安全に作業するためス

ポーク外側の水圧に対し確実な止水が必要となる。

近年，大深度化する傾向を踏まえ地下100m相当を想

定し，1.0MPaまでの止水性を検証する。 

②作業性 

②－1 手動可能な球体回転トルク 

②－2 短時間での交換作業 

シールドマシンの構造上スポーク内はφ800mm程度

で非常に狭く複雑な装備が困難である。このため，

手作業を前提とすると球体回転時のトルクによって

はスポーク内に持込めないような長尺の工具が必要

となり作業不可能となってしまうため，球体回転ト

ルクが適当な大きさであることが必要である。また，

一連の交換作業自体が容易であるかの検証も必要と

なる。 

3.4  確認実験 

3.4.1  実験装置 
前記の要求性能を満足する機能を有することを検証

するために実物大の実験装置を製作し，それぞれの項

目について検証を行った。実験装置はスポークと交換

装置を模擬し，スポーク内での作業を模擬できる構造

とし，止水実験のための加圧容器を設けた。交換装置

の構造は図－５に示すとおり主に模擬スポーク，交換

装置，加圧容器，交換装置ダミーにより構成されてお

り，模擬スポーク内空形状は縦横80cm程度である。実

験装置の全景を図－６に示す。 

3.4.2  実験結果 
① 止水性（1．0MPa） 

先行ﾋﾞｯﾄ 

ﾒｲﾝﾋﾞｯﾄ 

図－３ ﾋﾞｯﾄの種類 

Fig.3 Bit types 

図－５ 実験装置平面図 

Fig.5 Test equipment 
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図－６ 実験装置全景 

Fig.6 Test eqipment 

図－１０ 作業時間計測ｽﾃｯﾌﾟ 

Fig.10 The time measuring steps of replacing work 

ロングボルト設置 

手順① 
ジャッキ設置 

手順② 

ビット引込み

手順③ 

ビット取外し 

手順⑤ 

球体回転 

手順④ 

交換手順毎に清水により1.0MPaの加圧を行い，図－

７に示すように，全ての交換手順において漏水が無く

止水性が確保されていることを確認した。 

② 作業性 

②－1 球体回転トルク 

トルクレンチにより球体回転トルクを計測した。球

体回転トルクは初動時に大きく初動後は小さくなる。1．

0MPaの圧力で計測を行った結果，水圧の上昇とともに

トルクが上昇する傾向が見られた。しかしながら，最

大でも350kN･m程度であり，手動での回転が容易である

ことを確認した。トルク計測結果を図－８，状況写真

を図－９に示す。 

②－2 交換作業性 

交換手順を図－１０に示す。 

手順①：ビットを引抜くロングボルトを設置する。 

手順②：センターホールジャッキをセットする。 

手順③：センターホールジャッキを作動させビット

を引込む。 

手順④：球体を回転させる。 

手順⑤：ビットを取り外す。 

ビットの取外し及び取付けに関して実際の作業時間

を計測した。作業は１人作業の場合と２人作業の場合

とし，２人作業の場合は向かいあって作業を行った。

取外し時間は１箇所当り22分（1人），14分（２人）で

あり，取付け時間は１箇所当り24分（1人），12分（２

人）であった（図－１１参照）。狭いスポークではある

ものの２人での作業効果が高いことが確認できた。取

外し・取付けでは合計46分（１人），28分（２人）であ

り，通常の固定方法で固定されたビットの交換時間を

図－８ トルク計測結果 

（○取付；●取外） 

Fig.8 Measured torque value 

図－９ トルク計測状況

Fig.9 Torque measuring 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

水圧(MPa)

回
転
ト
ル
ク
(
k
N
･
m
)

初動時

初動後

図－７ 止水実験結果 

Fig.7 Waterproof test result 
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大幅に短縮できる。 

実際の工事に対する試算を行う。シールド外径12m，

先行ビット28個に対し本システムを適用すると，１箇

所当りの交換時間は上記より約30分（２人作業）であ

るため約7時間（28個×30分/個×２班）となる。 

3.5  まとめ 

上記実験により球体式ビット交換システムの実用性

を確認できた。特長として，高水圧下で何回でも交換

できること，短時間で交換できること，種類の異なる

ビットに取換えできることが挙げられ，今後の長距離

施工時のビット交換技術として高い適用性が確認でき

た。 

 

4.  二重ビット 

 
4.1  概要 

二重ビットの構造及び交換手順を図－１２に示す。

二重ビットは２次ビットとそれを覆う１次ビットで構

成され，１次ビットは両端のくさび形状あるいはピン

形状（図はくさび形状）により固定される。当初の掘

進はこの状態にて行われる（STEP-1）。掘進により１

次ビットが磨滅しＶ形状をした１次ビットが２つの部

材に分離する（STEP-2）。分離した１次ビットは不安

定な状態となり自動的に固定部分から外れ脱落する。

脱落した１次ビットは排土とともに回収される

（STEP-3）。１次ビットが脱落すると鋭利な２次ビッ

トが出現し，引続き掘削を行う（STEP-4）。 

4.2  構造解析 

１次ビットは両端部で固定されており，掘進時には

複雑な応力状態となる。そこで，掘進時の荷重を設定

し１次ビットに発生する応力を有限要素法によって解

析し，許容応力度により評価を行った。解析モデルは

超硬合金部を無視したメッシュとし，その先端部に３

方向から荷重（200kN）を載荷した（図－１３参照）。

荷重方向は図に示すケース①，ケース②，ケース③と

し，ケース①は地山を切削する方向（地山切削方向），

ケース②はシールドジャッキによる推進によりカッタ

ービットが地山に押し当てられる方向（掘進方向），ケ

ース③はカッターヘッドを逆回転する方向（逆回転方

向）とした。図－１４に示すとおり，最も発生応力が

高いケース②（掘進方向）において，くさび部の最大
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図－１１ 作業時間測定結果 

Fig.11 Measured work time 

図－１３ 解析モデル 

Fig.13 Modeling 

図－１２ 交換手順 

Fig.12 The steps of replacing 

通常掘進時 １次ﾋﾞｯﾄ磨滅 

１次ﾋﾞｯﾄ脱落 ２次ﾋﾞｯﾄ出現 
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主応力が許容応力度以下であるとともに過大な変形等

も発生しない（図－１４参照）。これにより，くさび形

状による固定方法が適正であることを確認した。 

4.3  試験施工と性能の検証 

今回，２件の実施工において，二重ビットの性能の

検証を行った。以下に工事概要とその性能を示す。 

実施工(試験施工)① 

発注者：東京都水道局 

工事名：中野区鷺宮一丁目地先から新宿区西落合二

丁目地先間配水本管（1500mm・1350mm）

用トンネル及び立坑築造工事 

工事概要：掘削外径φ2530mm，二重ビット掘進距離

L=1163.8m，主な土質 洪積礫層  

性能：掘進距離 1000m においても，１次ビットが外

れることなく，掘進可能であること。 

実施工② 

発注者：福井市下水道部 

工事名：公 16 号城の橋 3号幹線外布設工事 

工事概要：掘削外径φ2890mm，掘進距離 L=562.8m，

主な土質 沖積砂層，沖積粘土層 

性能：１次ビットの磨耗が進んだ段階で２次ビット

が計画どおりに出現すること。 

それぞれのシールドマシン及び二重ビット取付け状

況を図－１５及び図－１６に示す。 

なお，実施工②では１次ビットの磨耗を促進するた

めに，メインビットに超硬チップは設置していない。

また，２次ビットの磨耗状況を確認するために，２次

ビットとその他のビットの高さを同じに設定した。 

4.4  検証結果 

4.4.1  １次ビットの健全性確認{実施工(試験施工)①} 

中間立坑からの 1163.8m の掘進を終えても，１次ビ

ットは外れていないことを確認できた。 

4.4.2  ２次ビットの自動出現確認（実施工②） 

掘進中に１次ビッ

トが排土管からスク

リューコンベアを通

過して回収され，計

画どおりに磨耗によ

って鋭角先端部が分

離している状況が確

認できた（図－１７

参照）。また，２次

ビットとの固定部分には破損等は確認されず，掘進中

に自動的に２次ビットが出現する性能を確認できた。 

図－１５ 実施工(試験施工)①  

シールドマシン及び二重ビット 

Fig.15 The machine and double bits of site-1 

図－１６ 実施工② シールドマシン及び二重ビット

Fig.16 The machine and double bits of site-2 

図－１７ １次ビット 

Fig.17 The worked off bit 

くさび部 

(a)全景 (b)側面 
図－１８ ２次ビット 

Fig.18 The inner bit 

図－１４ 解析結果 

Fig.14 Analysis result 

くさび部 
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掘進完了後の２次ビットの状況を図－１８に示す。

２次ビット出現後は，２次ビットが地山切削方向から

の荷重を受けているが，２次ビット取付け部にも異常

は見られなかった。また，１次ビットを固定するくさ

び部にも大きな力がかかった様子はなく，自動的に２

次ビットが出現する性能を確認できた。 

 

4.5  まとめ 

メインビットの交換技術として二重ビットを開発し，

実施工にて実用性を確認した。特長として，①作業員

の手を介することなく自動的に新たなビットが出現す

る，②２次ビットが１次ビットに覆われているため，

出現するまでは磨耗されない，③ビット取付けスペー

スが小さいため，小口径から大口径まで適用可能，④

他のビット交換技術に対し構造が簡単であり，マシン

に特別な機構を持たないため，安価である，⑤掘進中

に１次ビットが完全に磨耗するまで使用され，経済的

である，ことが挙げられる。 

現在，東京都殿発注の「中央環状品川線シールドト

ンネル工事－２」ならびに国土交通省殿発注の「２５

号御堂筋共同溝工事」において二重ビットの採用が予

定されている。 

 

 

 

 

5.  おわりに 

 

近年のシールド工法の長距離化に対し，２つのビッ

ト交換技術を開発した。「球体式ビット交換システム」

と「二重ビット」それぞれがもつ特長を活かすことに

よりさまざまな条件に対応することが可能となる。ま

た，両技術を一台のシールドマシンに装備することに

よりさらに合理的な設計も可能である。今後，本技術

が展開され，益々社会資本整備に寄与することを期待

する。 
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