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図-1 品川線路線平面図 

Fig.1 Shinagawa Line Route ground plan 

 

1.  はじめに 
 

中央環状品川線シールドトンネル工事-2 は，品川区

八潮（大井 JCT 付近）から首都高速 3 号線の大橋 JCT

付近までの延長約 8km のシールドトンネル工事であ

る（図-1）。本工事では泥土圧（気泡）シールド工法

を採用しており，シールド機は大井北立坑を発進した

後，京浜運河から目黒川の地下を通過し，大崎駅付近

からは山手通りの地下を掘進してゆく。また，シール

ド掘進に並行して道路床版・横連絡坑・Ｕターン路な

どを構築する。 

シールド機は 2009 年 12 月 30 日に発進し，2011 年

12 月 13 日に到達した。引き続き，道路床版等の構築

を行い，4 年 10 か月にわたる工事が 2013 年 3 月にし

ゅん功した。工事内容は時間軸で示す以上に技術が凝

縮されたものであり，本稿ではこのプロジェクトを達

成するために，行った技術開発の一部を紹介する。 

図-2 シールド機全景 

Fig.2 Shielding machine whole view 

 

2.  二重ビットの搭載 
 

2.1  背景 

本工事においては，工期短縮を目指し，カッタービ

ットの交換をすることなく約 8km の掘進が可能なシー

ルド機を設計した（図-2）。しかし，不測の事態を想定

し掘削量が多い最外周には，二重ビットを搭載しバッ 
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クアップ機能を設けることとした。 

 

2.2  二重ビットの概要 

二重ビットの構造及び交換手順を図-3 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により固定される。

当初の掘進はこの状態にて行われる（図-3 a）。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（図-3 b）。掘進中の磨滅により分

離した１次ビットは不安定な状態となり自動的に固定

部分から外れ剥落する。剥落した１次ビットは排土と

ともに回収される（図-3 c）。１次ビットが剥落すると

鋭利な２次ビットが出現し，掘削を止めることなくビ

ット交換が完了する（図-3 d）。 

 

2.3  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-4 解析モデル）。

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-5 に示すとおり，最も発生応力が高い

ケース②（掘進方向）においてもくさび部の最大主応

力が許容応力度以下であるとともに過大な変形等も発

生していないことから，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。 

 

2.4  製品の製作 

大断面シールド向けの二重ビット製品化に向け，製

作工場を交えた検討の後，試作品の製作を行った（図-

6）。製作上の問題解決と製作が困難な構造変更等を行

い，本工事対応の二重ビットの製作に至った（図-7）。 

 

図-4 解析モデル 

Fig.4 An analysis model  

 

 
図-5 解析結果 

Fig.5 An analysis result 

 

１次ビット 

２次ビット 

くさび部 

通常掘進時 

(１次ビットが作用) 

通常掘進時 

(１次ビットが磨滅) 

切削による磨滅部分 自然に剥落 

２次ビット出現 

１次ビット剥離 ２次ビット出現 

 (a)                         (b)                          (c)                          (d) 
図-3 二重ビットの構造及び交換手順 

Fig.3 The structure of the double bit and exchange procedure 
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図-6 試作品 

Fig.6 Trial product  

 

 

図-7 取付確認検査 

Fig.7 Examination of installation confirmation 

 

 

 

図-8 発進前と到達時の二重ビット 

Fig.8 Double bit at the time of before departure and 

the arrival confirmation 

 

2.5  掘進および到達 

不測の事態を想定し掘削量が多い最外周には，二重

ビットを搭載しバックアップ機能を目的としたが，幸

運にも掘進中における不測の事態はなかった（二重ビ

ットの１次ビットが剥落するような事態は発生しなか

った）。到達時における二重ビットの最大磨耗量は，１

次ビットで 5mm，２次ビットでは 0mm であった。（最

外周のティースビットの最大磨耗量も微小量であった）

（図-8）。二重ビットのバックアップ効果については， 

  

ベルトを画像撮影し、貫通孔、亀裂、耳切れ等
を画像処理で検出する。
損傷画像・ベルト位置を同時記録しておきベル
ト停止時の位置情報から損傷箇所に行き点検・
補修する

②ズリ詰り監視システム

坑口

切羽 坑口

1.55ｋｍ

損傷A

切羽

　プーリー回転検出ユニットを、メイン
ドライブ・中間ブースターなど駆動部
のプーリーに取り付け、回転ずれによ
るベルト張力の異常を監視する。

中間
ブースター

メイン
ドライブ

中間
ブースター

回転計

従輪

中間ブースター

メインドライブ

①ベルト蛇行監視システム

　ベルコンが運転状態（プー
リー回転状態）の時、ホッパー
前のベルト上にズリがあり、規
定時間経ってもホッパー後の
ベルト上にズリが来なければ
ホッパー詰まりと判定する。

蛇行検出センサー

ベルト端部の
センシング

　検出ユニットで、センサーへ
のベルト接触について、規定
時間当たりの接触回数や周
期的な接触状況などを判断
し、要注意箇所、危険箇所な
どを監視する。

③プーリー回転同期監視システム

ズリ詰り検出

④ベルト損傷画像解析システム

接合部検知センサ

ベルト表裏の撮影

⑤ベルト接合部監視システム

※坑外

接合部

ベルト

ベルト接合部に磁石または色を付けてこれ
をセンサにより検知して画像を撮影する。

図-9 連続ベルコン稼動状況監視システム全体概要 

Fig.9 Outline of the entire continuous belt conveyer operation situation monitoring system 
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別途工事で効果を確認済みでり 3)，今後も長距離掘削

などの工事において積極的に搭載していく予定である。 

 

3.  連続ベルコントラブル監視システム 
 

3.1  背景 

連続ベルトコンベアによる掘削土砂（ズリ）搬出方

式が注目され，多くの現場に導入が進められている。

しかしながらベルトの延伸や曲線部への対応，運転中

の監視・調整方法などは技術的に未成熟な状況にある。

そのため，導入した工事においてトラブルが多く，工

事の進捗に大きく影響を及ぼす場合も多くある。過去

の事例調査より，仮にベルトの損傷や脱索等のトラブ

ルを 50%低減すれば月進 8%の向上が可能であると推

定できる。そこで連続ベルコンに発生するトラブルを

未然に防止することで稼働率を向上させる事を目的と

した「連続ベルコントラブル監視システム」を開発し

た。本監視システムは５つのサブシステムから構成さ

れている。いずれも連続ベルコンに頻発するトラブル

を監視するものであり，これらの監視システムを本工

事に適用した。 

 

3.2  システム概要 

表-1 に５つの監視システムの一覧を，図-9 には監視

システムの全体イメージを示す。なお監視状況はリア

ルタイムに中央監視室等の PC に伝送し表示させる。

監視者はこのモニタを確認するだけで数 km にも及ぶ

トンネル全線の状況を容易に把握することができるた

め，トラブル発生を常時監視でき，迅速なトラブル対

応が可能となる。なお坑内全域に配線する通信ケーブ

ルは接続の容易なメタルケーブルを使用して長距離通

信で減衰した信号を再び成形，復調可能な中継ユニッ

トを設置する。これによって，理論的に台数・距離制

限の無い通信が可能であり，実際にも可能であった。 

 

3.3  中央監視 

今回紹介した５つのサブシステムは中央監視室に設

置するＰＣで遠隔監視できるようにした。その結果，

連続ベルコンの稼働状況をリアルタイムに監視するこ

とが容易になり，トラブルの早期発見，早期対処が可

能になった。図-10 に中央監視室を，図-11 に監視モニ

タの状況を示す。 

 

3.4  効果の検証 

本監視システムを導入することにより従来の目視監 

表-1 監視システム一覧 

Table 1 Monitoring system list 

 

視と比較して，以下に示すような効率的な監視を行う

ことが可能となった。 

 

図-10 中央監視室 

Fig.10 Central monitoring room 

  

1）判断基準を統一した異常状態の監視 

本監視システムは異常と判定する閾値を設定するこ

とでトラブル検知をすることができる。例えばベルト

損傷監視であれば傷の大きさを閾値にすることができ

るので，ある一定以上の大きさの傷に対して検出する

ことができる。これによりトラブルに対して定量的な

判定をすることができる。 

2）モニタでの集中監視による労力の低減化 

連続ベルコン全線の状況監視を常時，人間が直接お

こなうには複数人で坑内を点検して回るしか方法がな

く，多くの労力が必要であった。本監視システムはト

ラブルの発生はモニタ上に表示される仕組みであるた

め一人で監視を行うことができる。そして万が一トラ

項 目 目 的 概 要

ベルト蛇行監視 

システム 

ベルト脱索やベルト

両端の耳切れを防止 

接触センサーとベルトの接触

状況を判断し、要注意箇所や

危険個所などを効率的に監視

する。 

ホッパー詰まり 

監視システム 

ベルト乗継部でのホ

ッパーの詰りを監視 

接触センサーによるホッパー

前後の土砂搬送状況からホッ

パーの詰りの判定をし監視す

る。 

プーリ回転同期 

監視システム 

メインドライブや各

ブースターの回転ズ

レを監視 

回転プーリーに取り付けた回

転検出器により複数のブース

ターの同期運転を監視する。 

ベルト損傷画像 

解析システム 

ベルトの亀裂や耳切

れの早期発見 

画像解析により補修の必要な

ベルトの傷や耳切れを検出す

る。 

ベルト接合部 

監視システム 

脆弱部であるベルト

接合部の劣化状況を

監視 

ベルト接合部に付けた印をセ

ンサーで検知し，この検出信

号で監視カメラのシャッター

を動作させ接合部の写真を撮

影する。 
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ブルを発見したら緊急停止などの対応をその場ですぐ

に行うことが可能である。 

 

 

図-11 監視モニタ 

Fig.11 monitoring display 

 

3.5  今後の展開 

本システムは，５つのサブシステムの中から適切な

項目を選択することにより，現場固有のニーズを的確

に反映させることができる柔軟なシステムである。今

回は主に掘削土が土砂系の多いシールド工法に適用し

たが，今後は掘削土が岩系のトンネル工事，あるいは

連続ベルコンだけでなくあらゆるベルトコンベアの監

視，例えばダムの原石山から採取した骨材運搬などに

展開していく予定である。 

 

4.  耐火セグメントの開発 
 

4.1  背景 

近年，シールドトンネル工事では，掘削土量の低減

や工期短縮を目的に，二次覆工を省略した構造が採ら

れるようになっている。本工事においても，この観点

から二次覆工が省略されているが，道路トンネルでは

車両火災などにより覆工コンクリートが損傷を受ける

可能性があるため，特記仕様書において，火災時にセ

グメントの耐力に影響を及ぼす爆裂を生じないことが

規定されている。 

当社では，本工事に先立ちトンネル耐火技術を開発

し，既に実用化している 7),8),9)。トンネル耐火工は大別

して，セグメント表面に耐火板を設置する方法と，コ

ンクリートに爆裂防止用の有機繊維を混入する方法が

あるが，本工事では後者の方法により耐火性能を付与

した耐火セグメントを使用した。 

 

4.2  耐火セグメントの概要 

本工事では，一般荷重部で用いる鉄筋コンクリート

製セグメント（RC セグメント）と，重荷重部で用いる

コンクリート一体型鋼製セグメント（HB セグメント）

の 2 種類を，いずれも耐火セグメントとして使用した。

RC 耐火セグメントは設計基準強度が 54N/mm2 で，爆

裂防止用の有機繊維としてポリプロピレン繊維（PP 繊

維）を 2.0kg/m3 混入したものである。また，HB 耐火

セグメントは設計基準強度が 42N/mm2 で，PP 繊維を

1.82 kg/m3 混入したものである。RC 耐火セグメントは，

図-12 に示すとおり有機繊維を混入しているほかは，通

常の RC セグメントと製造方法や構造性能に違いはな

く，既に飛騨トンネル工事において，RC ライナーとし

て実用化している 8),9)。一方，HB 耐火セグメントは，

鋼とコンクリートを一体化した合成構造に耐火性能を

付与したもので，従来の合成構造のセグメントよりも

大口径の道路用として，本工事での適用のために開発

を進めたものである 10),11),12)。ここでは新たに開発した

大口径の HB 耐火セグメントの特徴を報告する。 

 

4.3  HB 耐火セグメントの特徴 

図-13 に HB 耐火セグメントの構成を示す。HB 耐火

セグメントは，主桁，継手板，スキンプレートから成

る鋼殻と中詰めコンクリートで構成されており，主桁

は両端部に配置されている。また，中詰めコンクリー

トで主桁を被覆し，耐火代（火災温度に対する余裕寸

法）を設け，コンクリートに PP 繊維を混入することで，

セグメントに耐火性能を付与した。さらに，耐火代に

はひび割れ抑止，剥落防止のための鉄筋を配置した。 

HB 耐火セグメントの構造性能は，図-14 に示すよう

な実大供試体での載荷実験により確認した。更に，両

端部にある主桁鋼材を鉄筋と等価にみなす RC 等価算

定モデルによる断面設計手法によって耐力を適切に評

価できる。また，局所的な面荷重が作用しても，主桁

に荷重を確実に伝達できることも確認している 12)。 

耐火性能については，実大供試体の RABT 加熱実験

（加熱 60 分）によりコンクリートに爆裂が生じないこ
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とを検証した。また，加熱後供試体の載荷実験も行い，

加熱後においても所定の耐力を有していることを確認

している。このように，HB 耐火セグメントは十分な構

造性能と耐火性能を有していることを確認して，図-15

のように本工事に適用されている。 

 
図-12 PP 繊維を混入した RC セグメント 

Fig.12 RC segment containing PP fiber 

 

 
図-13  HB 耐火セグメントの構成 

Fig.13 The composition of a fire-resistant hybrid segment 

 

5.  曲線パイプルーフを利用した切開き施工 
 

5.1  背景 

道路トンネルの特徴として，2 本のトンネルを大規模

に接続し，作業車が隣接のトンネルを使って折り返す

ための通路「U ターン路」と「横連絡坑」があり非常

時の避難口になる。本工事では，U ターン路の施工に

おいて低圧浸透式の薬液注入工法で止水を行い，曲線

パイプルーフ工法で地山を支保することにより，地下

40m の大深度・高水圧下でシールドトンネルの地下切

開きおよび大規模掘削を行うものである（図-17）。特

徴として，パイプルーフの軸力をセグメントに伝達す

ることにより，施工時の安全性を確保する構造である

ため，トンネルのローリング・蛇行等の施工誤差を吸

収することが可能となるパイプルーフとセグメントの 

 
図-14 載荷実験の実施状況 

Fig.14 Execution situation of a loading experiment 

 

 

図-15 品川線シールド工事への適用状況 

Fig.15 The application situation to the Shinagawa Line Shield 

construction 

 

 
図-16 パイプルーフ施工状況 

Fig.16 Construction situation of pipe roof 

 
接続工法を開発し，施工に臨んだ（図-16）。 

 

5.2  発進側接続構造概要 

パイプルーフ発進側の鋼製セグメントの縦リブは，

ボルトの取り外しにより容易に撤去が可能な構造（撤 

 PP 繊維  

中詰めコンクリート 

ひび割れ・剥落防止鉄筋 

形状保持鋼材 

継 手

スキンプレート 

主桁 
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去縦リブ）とし，縦リブを取り外した部分に，専用

のエントランス部材を取付け，パイプルーフの打設を

行った。パイプルーフ打設完了後，パイプルーフ位置

上下に配置した剛性の高い縦リブ（補強縦リブ）と鍵

型状の支持梁をボルト接合により取付け，支持梁側に

設置する受台とパイプルーフ端部に無収縮モルタルを

充填することで，パイプルーフの軸力が支持梁を介し

てセグメント側に伝達する構造とした（図-18）。 

受台の位置を調整することにより，セグメントおよ

びパイプルーフの施工誤差を吸収することが可能であ

り，支持梁はボルト接合であるため，施工性に優れる

構造としている。 

 
図-18 発進側接続構造 

Fig.18 Connection structure of start side 
 

5.3  到達側接続構造 

パイプルーフ打設前に，大橋行きトンネル内面に補 

強鋼板を現場溶接にて取付け，パイプルーフ到達側に

無収縮モルタルを充填することでパイプルーフの軸力 

 

 

を支持する補強梁構造を考案した。パイプルーフ打設

後に，大井行きトンネルのセグメントに開口を設け，

パイプルーフ到達地点に向けて小規模断面で掘削を行

い，受材を大橋行トンネルのセグメント外面に現場溶

接にて取付けた。受材内部とパイプルーフ端部に無収

縮モルタルを充填することで，パイプルーフの軸力を

セグメント側に伝達する構造とした（図-19）。 

到達側トンネルの出来形に左右されることなく，接

続することが可能であり，かつ，セグメントの切除を

要さないため，到達側トンネルに対する出水リスクを

大幅に低減できる接続構造となっている。 

 

図-19 到達側接続構造 
Fig.19 Connection structure of attainment side 

 

5.4  切り開き工事完了 

本工事では，構造の合理性と施工性を追求したパイ

プルーフの接続構造を開発し，施工したことで大深

度・高水圧の条件下において大規模な地下切開きを安

全に施工することができた（図-20,21,22）。 

図-17 構造概要 
Fig.17 Structure outline 
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図-20 発進側接続完了 

Fig.20 Connection completion of start side 

 

 
図-21 到達側接続完了 

Fig.21 Connection completion of attainment side 
 

 
図-22 施工完了 

Fig.22 Construction completion 

 

推進機の移動を含めた曲線パイプルーフの施工速度

は，１本/日（昼夜施工）であり，施工精度は鉛直水平

それぞれ 50mm（1/200）程度であった。今後も周辺環

境および地上交通への影響を大幅に軽減できる地中拡

幅工法を確立した。本工法への期待は大きく，本工事

の実績を積極的に活用していく予定である。 

6.  おわりに 
工事は無事，2013 年 3 月にしゅん功した。ここに紹

介した技術以外にもシールド機の仕様，道路床版やＵ

ターン路などの構築に当たって新技術が多数採用され

ており，今後のビッグプロジェクトへの活用が大いに

期待できる。 
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