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第 1章 緒 論

1.1 緒 言

石油.ガス.地熱/i:どのエネルギーや軒や地下水などを採取するJ:比 坑井の掘削が不

nT欠である 壬t-1石炭や金島資源の托盃. トンネル構築のためU)先進訴血 ダムサイ ト

の地盤改良 各唖偶造杓建設のためOr)地盤Jlb.地業搬利などにおいて号,多くの坑非が掘

FIIJされている 石油畏鰍 二代点されるよう:,.坑井を掘削することは'Lnの比全生活を維

持していく上で必須/i-手)のとなっている

これらの坑Jtの掘削では,その目的や呪校などに応じていろい7,/亡鮎ti･JJJ一式が採用され

ている 図 ]-1は代点的/Lt触別方式ryJJtLたものである ロ-ダリ 小国転))ntは舟JT,育

及している晦別方式で,i7槽 2000-㈹LXh 経度tで達する石油や地熱井などはこの方式で

収削されている このJJuFt托ヒノト-の回位仏戊撒柵などの相違によって.さらに4つの

辛,U);二分額される ターンテーブル とトッノドライブ方式は.それぞれチェーンで回転を

与えられfテーブル>油Fi=モータ;こtりビットの回転を行 うものである トンフ ドライブ

は最近ヰ入さtLつつあるもので 現時点ではタ-ンテープルが主淡である トッ7 ドライ

ブはターンケーブルに比 -I-て作苛性がよいこと<･掬騒音中のiE水循環が容易であるなどの

手帳 を持っている ダウンホールモータfi:姫FIJ液体 (花水)を利用してビット;-EgT転を与

える葉書で.坑内のビット直上に取り付けて地rrlされる この装置は 般｢.坑井の使斜 ･

方位角を制御するときに用いられる yウンホールモータには.ステータとロータからな

るホジティL/ディスプレイスメン トモータと,タービンからなる'/-ポ ドリルの 2経があ

るE 前者は比較的低速(約 100-500rpm)で,後者は高速(約 600-1000LF)n.)で回転する ま

た.前者けスpr一夕とロータがエラス ト-/恥のため.後者に比べて耐熱 且J削 ;低い(約

150℃) 我が抱ではポジティブディスプレイスメン トモータの使用が多い スヒンドル方

一ト



式では.原動紙か･A,′二ベルギヤを介してtr7j転十ろスL/ン ドル.I.根管をチャックで固定し

てビットにPTlk,-{与える1' 二の方式はコー/リングに毒 したもので3,ら

-ーカノション (曲筆)方式トL 原理的にはピソトを一定の高さに引き上げた乳 白秋

滞下させて地層を破成し瀬越するi,V)であ71)2) 舶抱り.上総掘 り (かすさ作り)いずれ

も明治.大正.昭和初糊に盛んにFllい｢,れ1-i,ので,ロータリ方式ur)確適 レともに次執 こ

姿か消したといわれる -̀ ロータリ･′､- カッシilン方式は上記2つの舶別方式を併用 し

たわのである 例えば ドリフタは屯軌モータで ビットに回転を与えると同時に.油Ifある

いは空圧で打撃T,加えて岩盤をせん孔 ｢る 台小 (ジャンボ).一指赦されたこの装置は ト

ンネJ･工すなyで環礁札やロックボル ト孔U)収削l-多用されている

図 1-2:一 口 ダリ胞別方式【-用いr>ztている主なビッ トを示 r hlのコ-ラコーン

ピソトは坑井の娩nrJに見 事Jせ及している手,ので.3つのコーンを有 ,rTJス1)-コ-ンピソ

･が一般的であ,-J このビットにはJj先が銅QW)ミル ドッ-スクィアと.図!~771したJJ先

が超硬合金魁のインサー トタイ7とかある 大作度ifL井の触 剛では耐Ft5位性に康れたイン

サー トケイソか上流である この ヒ yトに とる皆百の破顔は.LJットに荷虚と回転を与え

るとそれぞれのコーンか自伝し,コーン上の刃先が岩石.PにJt入されることによりfTわTL,

ら-この ように. このビ ットはコーンが自転できるようにベアリング換柵を内itしている

ため.一般一二-アリング内.=胡掃用グ.)- スが允填され グリースG;封用オ- リングシー

ルが議書される 土た.ビット内外正q)E.)恥のためJ/イヤフラムt,襲解されることが多い

ン~ルおよびダイヤフラムQ)いずれ !,エラストマ懲 (ニ トリルゴム 8ヽFL HヽBR)のため.

このryトのil軌 呈度は 150-】90C程度といわTtている 】' このど,/トは平ら/ンコアポ

-リングに用い[)九てお り.コア リノグ(~他用さrLることほほとんどない (b)に示す P

DC(PoLycrysL.111川el).iLnOndCompael)L/ノトは多結晶f#連の焼結ダイヤモン ドを刃先

とするビットで.掛川乍用によってLtTrむ掘削する この刃先はfUtr中で約 85OCの耐熱

温度を有してお り 一■ 一般的にはピット聯作プロセスを考慮 して耐熱温雌を約 70OCと評

IBLしている このビyトは刃先が堆結体で折呼rやや軌 ､ため,すら石油)的 Yの軟岩-

-1_



中伊旨の折FI'Jに用いJ-LてY､る (I_)LT}yイヤモン ドビッ トは.-.-トリyクス舌面に天然

の叫結晶yイヤモン ドを多汝終え込んだ小一 ノェ-スセ ットタイー/である この ビットに

は人造の単軌払yイヤモン ドをマ トリックスLP:-分散させたインプ リyネィテ ノドタイプ

もある_いTれLT)ビyトJt,中硬岩以上J)コアI)ン'/｢多用されている yイヤモントの軒

か温度は品質など‡:i'ようか 弦空中で 抑0-12.50C 空気中で 500-9OOCf生皮とい1)れ

る LJ Ill)Llビットと同様に,このビットも切削作用によってL'Jfibを掘削 Iる 1,1)Cお

よびダイヤモン ドビ ットはL3-ラコーンビットのよ').r=r･7勅許ないので.こ11,を強調する

T~め-椴用顔ではないがソリyドLJットと拝されることもある 石油井の触別ではPT)C

ビット手'比較的多く渡川されているものの.上記の Lうに今日の大77:度坑外のかなりの部

分rtE7-ラコ一一ピントを用いて掘削されているので.以下.このL/ットの触糾実鞍を検

討~Iる モf-,この検討では,特電の大深度坑井の妃別に不可欠な技dTr明確扶笹について

チ,述べる

L=-めに堆照井q)掘nIは 額を2.､1述べる F'LEら 6'は秋田吠t北部八幡平の澄川地区の

坑井掘削 (汚度約 】500-250OD)に川いr,れたローラコ-ンビットのコス ト解析を行い.

地層温変(StallrLPdlPerature)が 200Cを越えるとビ yト寿命が低下 し始め.椿に 280C

以上になる土地n')コス ト/J;苦しく上'F7すると報告している 吏た.彼らは高温の地熱井で

はビットを降冒して梶削Ty開始する前IIシールの劣化が始まっていると述べている 子鹿

i-は 岩手県石tRDl地Liの深度約 2机 の坑井掘tI.Jに用いたローラコーンL,ノト30t司の分

解内壷を行い.ビy トの方命と密接に関連するベア ー)ングシー'レの寿命が.地Ji温度 300C

粗度で :10-10時m.350C経度で 20-30時刷,100C以上でIilO咋F】以下と推定してい

る また.彼は他局温度か約 300Cに止してt,掘削中の坑底温齢 ま泥水術府に上る冷却に

Lって 100C以下であるという興味深いデータを示 したで現屯 我が国において且 も汚い

地熱州 i老根M地区r胤判された M))̂ 井で.和也 .r729m.,地層弧腫約 珊(rCに達 してい

る 7' このfjulほほ部地熱賢甑調香のためr特別に般別されたもので､脚ilHこ際 しては強

力な泥水冷却設脆J･トップ ドライブが採用され 降即 .も泥水の術Baを行って掘削工具や
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坑内正使UJ上手7･を的止 した. しかし.こq)ような坑内冷却を十分iT/'f-埠合で手.,地Ji温

度か約 100 C以上｢1Lるとr:-ラコーンピソトurTEい ,寿命低下が+.じ1-(この坑井振別

:=従軍した技術古の情報;:よる) なお.旺L-'托.非常に高温の岩石は泥水による.%淑Ij:

冷却にiって熱l己､力がJtLるため掘削 しやすく/fるという見解を持っている

我が国におけるFLも汚い石油料 ま 1992iH'斯けるiRで掘削きれた低雄武維 三息｣で.

TT72度6:300Dに止していろい同しく薪77J,県で掘削された韮嘩試錐 薪辞去平野 の托IEは6000mVl

盗年式錐 r可潮 城｣の托度 L･他 駄 巳度116001Tnと212Cである .0 賄岡 18-は甚嘩読経 ｢可ミ

頚城｣の軌r:羅射 寸近でけエラストマシールをTT-1るローラコーンLJットの寿命が低下し

平均で約 2.5時間と報L'E.-している 深度 tilm の触FllLを疑鼓 した嫌岡と田村 一代.将来の大

張度坑井Ll)掘nlL技術開発鵬 を挙げていろ 士/Lt取掛 i以下のように tLL･め{)れる

(I)鉛直坑井掘削枝折 これほ.孔曲がりが先生1るとケーシン'/の鑑托が促iEされる

ととhr, トルク.ドラyグの増人に上って掘進や投降管が開巻に/Eる一方.孔曲

がりみ抑制 しようとするとビット;二適止/亡荷重を与えられす舶削能率が低下するな

どQ)理由｢よる

(2)ビ ット .VuD(HcasurcncntYhlleDrlHJng)システム.叱気検屑撫器などの満il

熱化

(3)ビyトJLE点,坑庇温度などの坑内状況の リア'Lタイム把握技術

川 掘削リグの白軌 ヒ (人力の限界性.11=菜且負担の軽減,L:ユーマンエラー防止)

(5)より高度It姫削技術と稀精度換器U)肘宅

地か井の触別でけこれらの他に逸推対策技術の開発も望まれていろ L'- 故が国おいて将

来予定されている噂深部陸上学術/ll-リングの触n叶技術の検討においてむ.()).(2)が今

後の鎌襟として取り⊥げられている 121 中村 12日Tt.この他に揚陣管作卿 印Iの短縮,耐熱

槻削泥九 ビットの触適中と耐久作の向上 ケーシン,/磨耗の防止およびセノンチング技

術なども洗粉であるとしている また,肢は盛雄猷鮭 r東部城｣で紀如 しだ地層温度 212C

が･現状の石池井触削技術の実用では限外瓜Igに近いと述べている 斬壬 lユ1によれは,日

_｣.



4=列島下の海洋'/レ- ト沈み込み0)実什Jf解明することをElほ と｢る学術,ドー リングで11

】で度 10k･･(最大 JSkl.)粗度の掘削がe要であり.地層温度は 100C柁J野になると推定さTt

ていろ ,JEfj.世汁｢J'-jける学術ポ リングでは. トイツq)KT 8帆,ntlneTIlales

Tlt･rbhrprogram･.)が托せ9101m地膚温度約275(.旧ソ連のコラ半島sr.-3井がiT:度 12261m.

地層.vn度約 250ぐと報qL,,されている ･■lli'

以上の検討からわからよ.)に･他黙兆とも池井では地層温度に関してq)掘削限界が相違

(しているJuq)>考え{)れる こltf,の触即実紋を総合的に助祭十ろと,･J-ラコーンビ y

トの連用範EEl代地qF温度で 250CPl変.坑FJl冶h)を 卜分行 うなどL7)改良を加えた堀合でi.

実用的な都 n限肘1:棚C程度毛でと推有される (図 卜3) )恥 q=.-･&生したといわれる

ニJ)ど/トは長年｢渡って改良が施さLtてきてお り.近い頼束;=おいて入婿/上作能の向上

EiEg葎であると.Fllわれる /亡お.図 1:iitE-イ1強度 ( 軸圧箱強度)と地脈 u度々ハラメ

ータ･ことっf'ときU).t'-ラコーン.ダイヤモン ド.l'l)Cの各ビットの滞れ他殺鹿剛に

おける推定適用範囲を悦式的に示 したもq)である ダイヤモン ドビ ットの柑合には.yイ

ヤモンドのil熱温度付近 去T･のT67i他称 こ適用できると考えられる 切FIrJ型のビット仕刃

先と岩石間d)貯擦抵抗.-よってIiじる塔損料が刃先劣化の原田と1,.･る可佳作があるが,⊥

監0)よう･=花水裾環により掘削中の坑床温度はある色度の低下が見込めるd)で.大きな閉

場にはな('/EいJ･考える 大疾度坑井の鰍別に=のtfy トを用いるとさの間喝は.通常の

コークリ掘削では適正/L回転数を与えられfj:いため.抱朗龍平が養い点である.ただし.

こq)ピットはターボ ドリルと組み合わせること･に上って大深息 高温地層の掘削に適用で

きる可能作がある まf･･このビットの粥故として.市価であることと.改良の余地が少

ないことも挙げられる Pr)Cビットの冶用地Jii温度をダイヤモン ドt,ットより若干小さ

く推定したの比 JJ先とビット本体とのろう付けに川いられる材料 (触ろう)の強度を糊

炎したためである この仙 -の接邪 知軌-t7止度 100Cで 15kgr/m2.5()()Cで 7kgL/nm三であ

る 直径か 133Ⅷ.の7]先の場合 500(･0)按都 縄 は約 1000kgrである (1且IEが低下する
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...はぜ強度･'irF']仲-1ろ) 1号L.ニQ)JJ先ItIJJ当;-りの封荷丑か Zr仙f;Hl～6kヽ)程度

といわれて1;り.去た 泥水祁戻により坑底は冷却されるので.ろう付け強圧は同額に/～

･')/lL､と考え{)れるが.実際の掘削では刃先｢祈塀力が加わるため,上記u)ように若干小

さく推定した 地柄が硬質化する火花度坑井の胸nrH:このビットfY用いるためU)大きZLf課

鮎は.横41の掘削('適用できるビットV)rH発である ダイヤモン トビyトし同様にこのビ

ットも高価である しかし.この ビットのr閑雅d)牒史は他のビット二比べて新 しく,より

椎能に摩れた刃先の開催か期待できるなyビットとしての発展性を持っている.

1.2 従来の研究

1.2,1 境:底状況推定技術の研 究

石油.地やF別発総投資額｢占める坑井細別幹の割合は.石油の場合が 25､50%.地熱の

勘合が I0-60%投度とい))れている 】LLB' 触別や低減のため,従来かtL,様々な分野で多大

な努力が払われてきている 大きな分野としては 掘削能率の向上か下げられる この分

野の研究としては.ビyトq)岩石掘削特性の把握といった基礎的/Eものから.ビットをは

じめとする各性工具の雨竜改良がある .tた.掘AIJ技術の高鞍化も大きな分野であろう

例えば･坑井の傾斜 ･方位角制御に不pT欠/tyウンホールモ-ク.＼川･])ンステム.半自

動あるいは自動パイ7-ン ドリンクシステム.Klljの自動鉛直挺進技術 -コ.電気検青魚

器などQ)即発改良が挙げられる 以下で托,LJットの岩石掘削特性を検3寸し1-基曙的研究

fLどについて概観iる.

ロ~ラコーンビットの岩石の掘削特捜に及ぼ-Jlrット荷重や回転故などの彩管 は.圭と

して 】950-1960叶代に吉綿打に調べられた 】7'Ln (これは石油開発の趨勢J･捌 妾に関連 して

いると考えられる) ビットの刀先稚純が加越率に及ぼす影響を調′くfものとしては,

Cunn･ngha･,ZSや Lilngham26の研究が'f=lrr'itろ Eた.艦iLtやに及ぼう泥水圧.他圧.間

Ib.



妬 Jkrfのy･事を検討し1'研究例としてほ.＼tlUrL,r:)と二滞 L-,23'q)辛,〟/,-･S,る qJurL･r･は

ローラコーンtJノトのビット荷窮 トルクお よび掘進孝i'関十る甥ai的/i検討1.行ってい

る 岩石の舷弧 ~関してエネルギーV)吸息かF,研究ji･行った例としてIt Tt･.tlt･ ,西松

のt,のか挙げられる 'At原のビットにLY)rLL験に蛇行して単-のD先を取 り仙 ナたビット

(インデンクー)｢よろ1't;i]-の紛れ 勅的圧入rR一晩も1Tわれできている A体的には.

Ft̂rthが･L''.paulaJldSlkdrSkle氾'. I)uu81.p 佐々木ら '.西松 人久脂ら 'T､,EiBJJlら

一,速水 qlの研究な_Vがある こル ー'tT)研究ほ.ローラコ-ンビyトの岩石掘削特性や.

鉱山 ･土木分野にJJj･1る打繋掘削特性の基曜研究として位置づけLlれる 圭た.男ら = i,

は全断面 トンネル地艇触IJ.-どに用いられるディスク力y夕に上る岩石V)日周軌道切削を行

い.カッタ;=作用うる切削抵抗を詳細に押べた 大久促 .)は.従4:V)ディスJ/カッタに問

うる研究結果i･広く頚 く.カノタに作用する切rM抵抗について壬とy'るとと手.･その活用

方法を考辞した_

ロ~ラコ~ンビットの刃先環托状態や.晩成における岩石強度//推定する技術も検討さ

れてきている BInghaEu･tl"はビット舟屯と促進やから.圭た.buJgCSSi川dLcsso｣rlR

はビyト狩衣, トルク.掘進串から刃先犀托状態と-LH'強度を推定-Jる方法を堆零した｡

また･Volcou andLbrdcJon-J. llc.berockandBracher5.Lは岩石軽症を推定する方法を報

曹 している これらの他に.佐専 ら II)は, LJット符Jiや トルクの波形解析からE'-ラコー

ンピソトの刃先牢托状CJ-を推定する技術を堆翁している

従7:･の鮎 IJ方法と異/fる新しい技術も世態されているぅロー ーら 1.rfil琵作 (泥水)那

血ハ-カッシコン菜だと2重管方式の坂管(dualTallp岬 )を用いたホ能率剛 性 の検討

i･fTっている モた.P■Honctal.Si''比 触削能率向上のためウォータジェットとPDC

ビットによる併用触別技恥を開発rPである さらに,最近では従来の軸管EL･代わるコイル

チュービング (屈曲･,Tl'yJ.L銅管)を川いたhl,rl幡 毛､If目されている畑



12.2 PDCビッ トの研究

pDCビット;一関する基礎的な研究Iしては.レーキ (すくい)糾 こついての研究が比

い 9]hlJ抵抗が必中となるレーキ角を明らかにしている EloovcrandVJddleLO n Pはレー

キ角を 20 と 25 に設定 したI'L)Cビット｢よる掘削実景を'rTい.刃先強度や掘進率に

及ぼうレーキ角の影響を検討した 壬た IIoughJr lは小口径PI)('ビットの掘削実数

結果から岩石栃削■ニおける最適レーキ角々打続し1- HoughJr et.1) 訂̀f亡_V.二のビッ

トの寿命を子細勺る.モチJレの提案も見られる｡tf･.(,lovkaid11岩切/亡ビットデザインを

iTうため.単一刃先のデータからど ′ト全仏の前里や トルクおよび刃先の鑑拝などを下軸

できるコンヒュータコー ドを開発 しT･ さLL)に.比較的最近.この ビットの Iyhlrド 間

也 (ビyトが回転軸で円朴 I回転 しない現象)が取り上げられ.このFi!l唖をA字決するため

の対策t,検討されているd▲

Pr)CビットU)石油井掘削などにおける成輔やコストにBEIする研究報告 t,見られる仙b:I.

モた.新しいビットの開苛として.佐藤 ･田中 ■の細棒型境結ダイヤモン ドを用いた研究

が挙･fられ るL J'()CJ]先自陣の牲能向上iJ図らttている｡例えば.lkalShleLalNri

材質で製造7ロセスq)改良一二よって高捷度.高ilA性のPDC刃先をBFl繋している また.

yensa-TilmLhGI.ri.納道上の改良によって刃先のil久性能の向上を図っている

岩石切削に関-1る理iii的/f検討としては.西松の切削援ii式 6-)が戦げられる また.切

削抵抗に及ぼ1JJ先度托の影響が.速水ら U'の実験.埋没的1亡検討により明らかにされて

いる



I.3 本研究の目的

現在の振削技術は長町 丁及ぶ地道/川 魚改良に上って除々に確.tされたもので,この技

術J)さらなる改良は容易ではない これ代.各種の伽刑機器に使用される材れや軌品q)耐

叙任 ･耐久性などにl取りがあることに加え.ffILt'6-Jが指摘しているJ:)ド.地下U)状態 (也

質,構造.地下成仏.lug.圧力)が地域に上り喝なること.地下の状態が地表資料のみ

では推測できない 二と,地下の状態は立体的に頂練 ･多様なこと,地下の堤墳V)解釈 ･対

処の仕方.-は桂襲工学的･'J:面が多分●こあること,などに由実 していると考えられる 基礎

では対処できない面 が現ttてくると述べている この多くは,線削技術5.が坑内状況を正

確に把握できてい/iいこLL･に程閲していろt･考えF'れる 坑内状況が止 碇 に把捉できてこ

そ･其の.旨味での坑JI一触泊LJの制御がuT能E'rl亡る⊥思われる 110)大花店坑)rの娠別技併r

開発課噂''一h取り上け{'1している上 -)に,坑内状況の リア′レタイム把捉技肘 壬柁都地殻触

削E--おいて亙要/州 鷲課世の 】つであると考える この技術は探部他殺鵬削のみならず

より政託の坑井掘削においてi'有用であ7)う とf-,この技術け将 央;こおける坑井抱別自

動化q)根幹に/亡る技術であると考えられる 固 卜4は. rヽWDシステムおよび地衣計淵装

Aから'f;TらTLf'削 げ 一夕を基;こ. 坑底状況 台石強度.ビットの刃先牟托状態)を含め

ト坑内状況/IJア′レタイムで把捉 し,坑井堆刑をより高度に新都 する将tQ)格別システム

の社会層である

娩削工具q)正本であるビットの堀内惟 JP･耐久性.if熱性の向上幸,玉要であろ:).1.I

で述べたように･PDCビットは融 i地掛 溝 川できるとともに,今後の発展が期待でき

るものである 毛T-,今後いっそう過酷な条件下での坑井旋削が必雪i-rLろと考えられる

ので･こU)ような坑井槻n'Jで.il七替え可1'12な複数の工兵や技術を唯解しておくことが肝暫

であると思われる

11で述べたように.羅称地殻を効$l的かつ経前約に那 l･け るためr心 ､くつかの詐穎
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か牡され こいる 本研究では上記背景.二進づいてこTtらの託等q)うら.坑内状況のリアル

タイム把握技術 トJ'[)Cビ/卜の作能向 Lf,取 りしけろことにづろ 本研究d)目的化.坑

内状況の把捉技船の林木と1くる (I)杭鹿における岩石強度 とヒノト (ローラコーンピッ

')の刃先だ粍状態を推定うる方法を洲発うろことと.(2)PDぐt/yトの適用範囲を拡

人し硬岩羊,拙剛可催/ilヒットを開発勺るこL･である 本論文では, (1):-ついては室内の

娃漣的研究結LJさを.また,(2)についてはコアLJyトの開発結果を述.{7J 団 卜5に (1).

(2)の研究およびそU)役に実施している研究碓柴の将 ににおける適用恐淀Ldを示した

本論文は4才か=)なる 耶1章では.托和地鉄板刑にお.1る本研究の位社づけ,従来の

研究軟質および本研究U)El的を述べる

752考では.先ず,E.石強度とビ ットU)刃先肝托状態の推定方法t,開苛Jるため:こ実施

した 刃先曜托状飯の粍/Eるミル ドツースt'y卜の旋削実戦結果を述べる とf-.支敦給

電の解折から見出 した岩石強度と刃先粁托状熊の推定方法を提案iろ 次‡二 ミル ドツー

スビyトでrM発 Lf'これらの推定方法が.インサー トビ ットにも適用できるかどうかを確

認十る さらに.ツースヒットで開発 しIL77先作托状態の推定方比と端なる.簡便/亡刀先

帝托状態q)推定方法も推繋-する

市3章でLi.凍岩用PDCビットの叩海のf･y)にjE施した室内おJ:び現噂拒消IJ実敦結果

;-つして述べる 本書は5節からなり.第 I跡でJtfljf台用PDCビットの設計.'=必要な盛

年チ タをqz吸うる7L:めにfr-'t室内における血擦切朗妄執.回転板別文敦お上びiJ久式

集貨集を述べる 第2首lでは.これらの実鼓結果に基づいて製作した外径 98 L34 のPD

Cコアビットによる花幽岩採石場における掘削実験結果を述べる 市 39)および布4衝で

は･PDCビットの1滴 の地熱井掘削-の溝川性をU平価することか目的に実施した 外径

215lm のPDCコアビットによる肘折石油省休実験上削こおける掘削実額結炎を述べろL

耶5節では･軍内および製粉jl験の削 弓として.碓岩川 】､DCビットU).没計Tu:針の試案を

将器する

苓4華では･本研究V)総括を行:)とともl_･･研究成果の応用と今後の渡世か述べる

-)0-
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ターンテ-7'ル- ロう コーン･ETX:ヒ●･/I

トップ●タ◆ライ7'-ロう コーンIEX:ヒ'･/ト

タ■ケンホ-ルモ-クーTトラコ-ン･EX:ゲ イヤモンドビット

スヒ●ンドル- タ◆イヤモンドヒ†･Jト

ハ･-如ション方式 .-.1 聖霊芸 才= 二詰 Ⅰ芸葦E:;i

P-クリ･′､.一- ン方式 { 崇;三二 二 芸:言;こてチ軒 ット

囲 1-1 坑井の掘削方式

(a)ローラコーンビット (b)PDCビット (a)ダイヤモンドビット

図 1-2 ロータリ抽別方式に用いられる主なビット

((C)ノー トンカタログより引用)
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第2章 岩石強度と刃先摩耗の推定方法

2.1 緒 言

地熱および石打Ll開発などの分野における坑井掘削は,-娘に.地表の掘削装置に装備さ

れた荷重計などにより計測されたビット荷重, トル//81.掘進乳 ビットId転故.細別流

体流丑などを監視しながら行われている しかし.これらの坑井深度は一般に2000-6000m

程度に達するため. ドリルス トリング b)が坑壁と接触する勘合があり.矧 こ地表で副刺さ

れたビット僻更や トルクは坑底の伯と異なることが多い この傾向は傾斜井の晩別におい

て頗著である これに加えて.現在の技術では坑底における岩石強度や ビットの摩耗状態

を把握できないため,坑JFの搬削は技術者の縫取に頼っているのが現状である このよう

に.坑底状況を含めたfjt内状況を正砲に把捉することが同様なため.ビットの脱落や ドリ

ルストリングの切断などの坑内 トラブルが生 じる場合があり.その回復に多大な時間と費

用を費やしている 坑井の掘削中に坑底の状況が把握できるようになれば 的確な掘削の

制札 すなわち地層に適 した胞削粂作の設定,地層に適 したビットの選択および適正など

ソトの交換などが可能となり,板削能率の向上や坑内 トラブルの予防.ひいては｣二期短縮

とコス ト削減に寄与する 一般に.深度が増加するほど坑Jrの掘削作業が由難になるとと

もに,コス トが指数関数的に増加する 1)｡したがって,効率的かつ経済的な擬削が特に玉

葉捜される大探度坑井の場合には,岩石強度やビットの摩耗状態を推定できる技術の開発

はきわめて重要な詫取越であると考えられる 岩石強度や刃先FI芦耗状態の推定技術け坑井の

晩別分野に帳らず 岩盤脈進のように適切な施=管理が要求される土木分野にj･3いても重

a)現h=普及している牌削装取では.一般にドリルストリノグL,回転させるテーブルチエ-/の張力をIf
力に変換したものをトルクとして衣/示している
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<挫きLLている 例えば･福井ら=Jは今断面 トンネル栃虚像(TBヽ 日の廟別抵抗を利用し

て1Tf生幾度Lr)推定を行っている

上記のように.称に傾斜井の塩別を的確;=制御1るにほ,坑底l:.Jp','ける抱削 ･快斜デー

タ ′ビ･/ト1.LT並. トJL･ク.頼斜角.方位角ILr)LT)取得が必要である 最近. lヽW D

tqL-aくtlrPPlntYhilLLDrilling)技dlの進歩.ニ上ってL/ソト直上J,掘削 .依斜データがリア

ルタイムで計荊できるようにlfり LSI.下油井V)掘削.特.'水平掘削ではこのンステムが

f可欠IL'JT.のとなっている 我が国においても.地熱井の掘削;一着用･,T能IE耐熱型の mゝ

r)システムV)開発研究が実施されているb)

坑JlC}舶削中i.一坑底U)岩石強度やビyトの歴托状態を推定する技術の開矧 ま.一般に大

花暦まで掘削される石油井の場合卜は古くからの課頓であった`JWI年に E3lnghaJnT8〉n

I) ラコーンビットQ)LJソト荷租と瀬越串との開陳から,Lblb強度 L･刃先駐托状値を稚苗

｢る方法かhl寒した./とお∴哩由｢ついては不明であるか,この)}-縫目.秋作飯川されてい

/Ltい tr-.llurt(L･t,S and Lesso lr 9-1tlソースL/ットで軟岩を細別する均合について,

ビット(.'(胤 トルクおよび枢避率から台石錬JRとJJ先咋托状態を推定する方法を捉秦した

恥1cotLandlbrdeLon10'.1lobelockandBT･,ltぐhttrLJ'は,それぞれ兆なった方法により,

ローラコーンビyトの晩削7-J-タから台石強度を推在iる技術を報告 しているが.これら

q)方法でJtF)先U)鑑托は考慮されていない こLT)よ )ド,現状でIrL:石強艦と刃先軽托状

態U,両者を推定できる実用的な技術が擁立しているとはいい敬い 両者を容易に推定する

:二は.以 Fに示すようr.岩石嵐壁のみに依存する付繊人と.刃先腔托状態のみに依存す

る情報tW)両者.あるいはいずれかの什報を見出す必要があると考えられる

A a

岩石強度 ()

刃先磨耗状態 - ○

そこで,胞別工兵として坑井の掘削に広く用いられているローラコーンビットを選び,

J]先郎 B状態を変えて権利7:一族を行い.文gtから紺られる掘進乳 ビット(.'r7rfおよび トル

･コ:I-



クを基に情報^とBのI.巧者あるいはいずれかを見出すことにした 本章では,先ずロ-ラ

コーンビyトの 〕ちツ-スヒットについて情報Aを見出すとともに.これに基づく刃先産

経状態の推定方法について述べる ▲F' 次に,ツースピットとともに坑井の掘削に普及 し

ているインサー トビyトに上記2つの推定方法が適用できるかどうかについて確認すると

とi)に､ツースおよびインサー トビットの'突放結果に基づいて見出した情報Liを提案する

L31 薪晶のローラコーンビットの岩 石掘削特性 (ビット荷鴨と頼進率との関係)について

は数多くの研究が行われてきているが,摩托したピットのそれを究明した研究は比較的少

ない 特に.庶托したヒットの トル//と輪避率との関僻を検討 した研究例はほとんど見当

たらない′本草では,岩石の掘削特性に及ぼす刃先虎托状頓の影取 こついても広く検討し

たので.その結果についても述べる{

ー本章で用いた主な記号 -

r ビット荷電

F, しきい荷重

J:C 有効僻iri

γ トルク

TE Lきい トルク

T. 有効 トルク

u 栃】進率

〃 ヒット回転数

d ビット(直)後

D F ビット荷重の第 L次作用線の傾き

DT トルクの第 1次作用線の懐き

S, 岩石の-軸圧縮強度
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〃

-

.I.

岩石の掘削強度

岩石のF人強度

回転方向V)71-功エネ/レギーより求めた比エネルギー LWa

arT ビ･/ト荷五 ･トルクの笥 1次作川撫q)横さ ト

TIt 刃先高さの減少91台 r i

2.2 ツースピットによる推定方法の開発

2.2.1 支弁用機材お よび実崇方法

(1) 実鼓用ビッ トおよび供耽岩石

図 2-Iド.掘削1;鼓l~用いた直径か98I3nln(3-781n)のソースビyトを示す これら

U)ビットは中硬岩用 ((樵)セキサケ製 NS型)の‡10)で.LntcrnatH)na】AssoclaいOnOI

r)rlU川gContractors(IAlに)のコ- ド1.1で 221S｢分類される 各ビットの刃先高さ

は.新品 (TUまたは LヽY), lI8摩托 (Tl).7tL摩托 (T7)のJ段掛 こ変えてある それ

ぞれV)ビノトに付した括弧内の紀号は.IADtの刃先flj托状態を表すダルコー ドで,以後.

LれぞTt.a)ビ yトfyTO.TJ.T7ビyトt･呼ふ /i:お.T暮とT7ビットは TOビットの刃先

に捜披加工を施し.人為的に耽托将を設けたものである.上髭セキサク NS型ビットの刃

先配列Or)掠式Eglを図 2-2に示す,Eglからわかる Lうに,このビyトは3位のコーンを持っ

ており.耶 1コーン托3列,零2,3コ-ンrt2列の刃先から状成されている また,ど

ットの断面形状の模式図を TOビットの第 1コーンを鰍 ことって図 2-3に示す.図に示

すふうに.このビットの場合.各コ-ンのbl]転々はビットの姐転軸より 55 横斜 してい

る 各コ-ンのい-1九の刃列にかかわらず.7]先郎 i lO 一定である.このヒットのペ

アリンJ/形式はジャーナルタイ7で洞汁用のグリ スは充填されているが.グリース密封
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那 )シー′LI1..装甘さZていない J亡九 回中;=示した/.り ut.それてr 刀鬼のゲ-ジ長

.･3Lび鑑托kiを去｢ 老2-1は各ビットのゲ-ジLU_Jj上び阜托N uを,各コーンおよび

11列ことに不したもので3)ら

固 2-4Jt 岩 石の耗削特性.r=及lflビット往4'サ:Vを検討するために用いた直径が

LIZ.水仙■(.5:iRtn)のツースピットである このビyトは上記直径が 9RI:lJJPの ビットと

r.,1唱で.刃先は新品の状態とした.衷 2-2i∴ ~のビットQ)//-ノ長 Lおよび昏托特Tlを

77り ん21と& 22との比較から明rJかなよう;-.9813d)ピソトの耶2,3コ-ンの

刀列は2列であるの!こ対し,このビットQ)噂合は3列である たた.岡 LZlの 10tfット

と岡 21との比較より.TOビットの耶Jコーン.市 1列のJJ先には切り欠きがIfいのに

対し,tl2舶Dd LJソトの場合には切 り欠きがあることがわかる こV)ように.同型のピ

ソトで蔓▲ビット符が異なるとデザインが変わる喝介があり.完全な榊似RIJが成り;Lってい

ないことがわかる

舶別実戦に用いた岩石托,大谷喋l天台,来待砂岩.=.城Fl安山岩(A).(TOおよび新小松

安山-1'jである 各岩石の態様的性つ酌ま,実験に用い1-'Li石式日の娩刑方rF,1に対して平行と

垂紅/e(両方向上り,圧縮お上び庄裂引張拭敬川の武敦片をそれぞれ約 5佃ずつ採取して求

めた (袈2-3)

(2) 美k裟正

本'&敦でFnいt一塩rl･J&敦装ZZのit念団を図2-5に示す_この装Eによる岩石の掘削は,

暮SkIのul_流モータを用い,減速榛.- リカルギヤおよびロッドを介 してビット.こ回転を

与えるとrF･]畔に,2式の油圧ラムによってビットl-荷重を加えてIrT;) 岩石の掘削中に生

じる切剛 1.斑水ポンプにより送られた拙Rl価 体がスイベ/レや掘rilJロンドを通ってビット

先箱から噴射されて排除される 切屑を含んだ掘削淀体はロッドと孔壁との問を通って淀

水タンクに房り.スク.)-ンによって切楢を除去した後,再術環される 本装性の仕掛 ま.

ビット術屯か最大 291k＼. トルクが鳥人 291k＼･Eb.掘削先陣売主が最大 012B)/)】nであ

1261



る｡

実験の際は,装置に装備 されたロー ドセル, トルクメータ,変位計,回転計,流量計

および圧力計により,それぞれビット荷重,岩石の掘削に要する トルク,掘進率を求める

ための変位,ビット回転数,掘削流体流量および掘削流体吐出圧が計測される｡これらの

計測信号は,分解能が 12bitのA/Dコンバータを用いてコンピュータに取 り込んで解析さ

れる｡本実験では A/D変換速度を 2kHz一定とし,変換されたデジタル信号を平均 してデ

ータを求めた デジタル信号の原波形の例として,TOビットを用いて来待砂岩 と三城 目

安山岩(A)をビット回転数 50rpmで掘削したときに得られた ビット荷重とトルクを,それ

ぞれ図 2-6(a),(b)に示す｡なお,図 2-5よりわかるように,本装置では,ロー ドセルよ

り下方にあるロッドなどの重量がロー ドセ/レによって計測できない そこで,あらか じめ

この重量を測定し,ロー ドセ/レによって計測された荷重にこの重量を加えてビット荷重を

求めた｡

(3) 実験方法

直径が98.43m∬1の各ビットを用いた掘削実験は,大谷凝灰岩,来待砂岩,三城 目安山岩

(A)および新小松安山岩に対 して行ったO実験の際は,ビット回転数を 50rpm一定とし,

ビット荷重を約 8-60kNの範囲で変化させたCまた,岩石の掘削特性に及ぼすビット回転

数の影響を調べるため,大谷凝灰岩を除く各岩石に対 しては,ビット回転数が 100rpmに

ついても 50rpmの場合と同様の実験を行った｡実験に用いた掘削流体は清水で,読量は

0･11m3/min一定とした｡

前記ビット径の影響は,TOビットと直径が 142.88… の新品ビットを用い,三城 目安山

岩(B)を掘削して検討 した｡泥水ポンプ容量の制約のためビット回転数は 25rpmとし,他

の実験条件は上記実験と同一としたoなお,実験中,ビットのベアリングや刃先状態につ

いて検査を行い,実験に伴 うベアリングの異常や刃先摩耗の進展がほとんどないことを確

認した｡
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2.2.2 岩石掘削におけるエネルギー

岩石の掘削に関するデータが,エネルギーの観点から検討される場合がある｡これは,

掘削に要するエネルギーが掘削方法の評価の指標として有効である 15)などの理由による｡

本節でもエネルギーの観点から岩石強度や刃先摩耗状態の推定方法を検討するので,西松

15)の考察を引用しながら,岩石掘削におけるエネルギーについて再度,整理 してみるC

図2-7は,岩石掘削におけるエネルギーの流れを一般的に示 したものであるC動力源か

ら掘削機械に供給されたェネルギーは,先ず掘削機械内で所要のエネルギーに変換されて

堆削工具に伝えられる 次に,掘削工具のエネルギーは岩石-伝達され,最後に岩石の破

壊に必要なエネルギーとして消費される 図中のTlo～ T73は,各要素間のエネルギーの伝

達効率を表している

本節では掘削工具以下のエネルギーを解析の対象としているので.掘削工具のエネルギ

ーがどのように消費されるかについて検討 しよう 西松 16)は,このエネルギーが

(1)岩石,特に刃先付近の岩石中にひずみを生 じさせるための仕事

(2)切屑の発生により出現 した新 しい自由面の表面エネルギー

(3)切屑の運動エネルギー

(4)工具と岩石との間の摩擦損失

として消費されるとしている｡ローラコーンビットの場合には,これらの他に, (5)ベア

リング部の摩擦損失としても消費される 】7)C図 217に示 したように,(1)～(5)の各エネ

ルギーは板削工具以下の各要素で消費されると考えられる (図中の番号は筆者が加筆 し

た)｡ただし,西松 15)も指摘 しているように,岩石の破壊に必要なエネルギーの考え方に

よってこの分類は変わるO掘削工具と切屑間のエネルギー伝達効率 '12, 77,を正確に知る

ことは困難であるが,岩石の破壊に真に必要なエネルギー,すなわち(2)のエネルギーは,

西松 16)の試算によると掘削工具のそれの 0.02%,また Hughes18)によると 0.1%オーダで,

非常に小さいと報告されている｡
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さて,'文辞;'旋削工具に与えられる 日J)rL･q当たりのエネルギー E(kヽ.l･)は.ビット荷

Jlをlー(k＼) 損耗率をu(LT･･nl. ビット回船牧か てヽr叩)･ ト′レクを T(い･･)とおくと.

次式 ■上r)5kめることができる

E=Fu十2花ヽ7

(211式右JL!T)の帯 1項と笥2項は,そzLぞIL1分間'lけ りの掘別方向 HnJ転方向のエネル

ギーである (2L)式より,ビットl回転当たりのL不ルギーは次式で東さTl.ら,

三 三空 +2,TT
.V lV

車位体はQ){jtLi市を蛎削するU)に要するエネルギー.す/Lわら比エネルギー (西松 】5'は梶

別件稚比エネルギ-と名付けた)は.顎 1項と祁2境も含めて(21).(22)式のいずれか

ら求めて手)同じfLn.とIfり,次式のよ )L'表される

E // 27dVT
- ･=- 十
〟̂ A ALL

ここで,/lLt収削札の断面楯(㌔)である '#際に比エネルギーをRめる際托 ′tの代わり

rピント断ml一拍が用いられる すなわち一

志 一志 ･器 -･･･. (2-4,

ここで. dftビット径(qt)である なお.比エネルギーを求めるとき.(J)式右辺笥 1項は

第2J羊に比べて一般iこ非常に小さい ~19-ため通常兼祝されてお り.第2項の回転方向の

比エネルギーJ_(.郎二比エネルギーという和合が多い Eを正恥 こ求めるには.派別工具で

のfr.U..ヽ'およびT手･知る必要がある.文集装置q)構添上.本X-敦で測'jEした F.uお

よび｡＼′ほビットでのデータと見なして差し支えないが.T;=は実換装tの- リカルギヤな

yで消*される手,のが含よれている このf･め,あらかじめこの任 (本実艶の場合.約002

､003k＼･■)を測定し.芙集中に測定した Tより農し引いた したがって,本節に示す T

はビットでのデータと見なし得る
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2.23 東浜結果の整理方法

掘削英*から待ちJtたデ-タの解析.=当f-つては.従lこの研究結果についてある毘度把

握しておくg卓がある このため.従来からよく研7Eされている.E7-ラコ-ンビットの

ピノト荷虫と掘進平 L･の隣保 >m をJIべた,

国 2-8(a)托.EdTardsご.が示した.ビyト凹転散が-Tt'o)ときのど･/ト(I?屯と掘進率と

の関係でもる ビット荷並が蔽緑 Bとbの屯tBl内では両古は直線的If開陳を示す 鼓は.

このLA線と横軸との交点 Cのビyト荷重を.刃先がLtlJ- R入十るの;=雪 I一るしきい荷藍

川 uぐSholdtclght)であるとしている tた.破線 b以上のヒットfp'T屯における掘進皐の

低 卜は.掘削流体による切屑除去の不完全さ壬Iよると鋭明している )I-,E3lnghaLn:7､は.

司2tHb)0)'k-線で示すように.単位L:Jッ ト径叫たりの L/ノト荷盛とビット1回転当たり

q)細別長との関操H.べき乗で近似できるとし.王T一破練で7T;-3ように,1''(血がある程度大

きい範Ldで代軸に直銀で近似できるとしている さら｢. 1点EI綿で示すように.彼は荷

俄の小さい範Ldi,別の直線で近似 しており 28).向正毅をそれぞれ prlDaryPClre'rTnanCe

llnC.SeCOndar)叩rfol･Danrel川eと呼んでいる (頗井 矧は前古を市 l次作川魚.後者

&･禰2次作川線と訳した) 藤井も指溝 しているJ:I)ド,実用的H t前I次作用点の方が

見習である.

上妃研究結果 2027)から. ビ yト荷釜と胞連率との関保はlrJA 的なものと.曲親的なも

のがあるしのの.ある荷重範蕗内では直親的′亡仰向か示すこJ･がわかった.また,L-ut=石の

掘削特性を滋ナ/iラメータとして.EdrardsZLのようにLJyト荷壬J･と据連率 Uを用いる

斗合と.R川ghtJ'-のように単位 ビット径当たりの t:ット荷Jlr dとビット1回転当たり

q)蜘 帳 u ＼を用いる場合があることがわかったLBlngh㌦ -は Uの代bりに u･.Vi･用

･､る利点を次のように述べた (図 2-9) (a)Eglに示 したように.同一のローラコーンL/ッ

､Jjよび岩石を用いた掘削実鞍でビットLg)転身を20.50,LOOrp■に変えると./:dとu

との関係では71れぞれ tH.,018.O-Aの異なった曲投が得られる. 一九 (h)回に示し7-
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上'):一枚■に u/.＼'キとってこの結果を整理iろと.(a)岡に示し1-0-C,OIBIOIAの各曲

iAか lH tでIFll･の曲線で黄される IdJよう;,.u/.ヽを用いること.:より,ビ ット同

市故のIなる文集結果をrp1-の笥 1次作用織でよすことがT･きるので.U'.Ⅵ まuより一

位的でき.ろとしている tT-.上記u/ヽ の符合と同鋲に.Bingha■')は扶牡.-I"dをと

ること.こよって.直径q)異ILる同型のローラニーンピットー~より得られた実一敦結果が同一

り砺 1次作用親で近似できると報告している.披ri 従駕の u-rプロットに代わる新 し

vlu ヽ r dフロソトが石油や生山産顎から得られろデータ)>評栃1る貯q)指庁になろ

と止べていろ r EilnghaJ)●と同様に.udUleJ･】日も/･dfJ; 定であTt.'i.ビyト径が変わ

って手I出超ヰは変化しな､､ことを鞄LLE,してr､る

以 Iの検討結果に溢づき,木簡では岩石の舶別特性を兼うハラメータとして u ▲＼と

r･ dを用いる, トル// 'rを用いてhl石の掘削特性を兼う場合は,ビット荷並 ro)場合と

rul様に. T,こビット経 dの項を含めるg･要がある.ビ y 卜荷並と触進率との関係の場合と

鵜なり. トルクr関する実験データが比較的少/tいため. dの項ry含んf･PTが LJのように

釆されるかについて理品式を用いて検討する｡

Yarron爪は,岩石の掘削EI要するエネルギーを次式で衣していろ (記号やIIilかi本革の

31れらに綻-した)

()/q)dE/u-F･J+27rLVT (2-5)

ここで. TIは岩石の准即に直接寄与しないエネルギー根尖を考慮するための保牧 rlは振

制札の断面柑(㌔). uti掘進率h′dHn).F'はビr/ト荷漉くkヽ). ＼1tLJット回転数(rl九)

Tは トルク(k＼･Eb)である 岩石の比エネルギーLf/(k＼r2)∫,t単位体横の岩石を破壊する

のi:輿ll-る最小Lネルギ-で,(213)式で定滋される比エネルギーあるいは掘削体積比エ

わ しギーと近点が異なる ▼aTrenはE,'が岩石の盗人的な性質であると考えられると述

べている.なお.F 'は西松 e'が指括した.lLt石の破射 こ実 に必葵IEエネルギー.すなわ

i-･切桝U)発生により出現 した新しい自由面のR面エネルギ-と密接な関操かあると考え

らTLる.222で述べたように.一般に(25)大石itZの萌 t頂け第 2項に比べて非常に′ト
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さ.､ そこで,耶 1項を無視 し,掘削孔の断血胤 lの代わりにビット断面格(7:Jl)a-を

用いて怒理-fろと.('1-5)式は次式でぷき乱せる

寓Iご覧 醇I芸) ･(2-6,

(2-6)式は抽別方向のエネ,L,ギーを兼祝して'Rl-LJ1け さ,のでT,)るが.実際;'. ト′L,クと掘

進で汁 の隈係を女 I~理i式として(2b)式と同性/{埋i式が VaurerWかrL,世帯されている

すな7)ち.

･朝 (器 )
ここで.l'とE,ほ,それ･ZL'れ蝉-破射 井 (I/レーク)の体横と tIL 破射 kが形成さ

れる間;一LtJ,Tに伝達されたエネルギーである,(27)7tFt次夫の ようr8き止せる

昔-(誤認丁)-(fX賢) (28,

Iarrenか用いた ')は旭削全体の効率であり.(26)式中の')E､'と(28)式中の t′JJ;ど

rt蝦密｢は粍なるが.概念的L-は同しハラメータであると見ることができる

(2-6)式の変形より.(26)式中の rlIL日 の逆数.千/上))ちE.'/THよく2-I)式に示 した

回転力向の比エネルギー(27;_ヽrT (7:'1)d u)に等しいことが1)かる ローラコーンビ

ノトでtJq石か掘削したときに得られる回転方向の比エネルギーの最小位は.掘削した岩石

の-+正編強度と大雄把.I-致することが既に報告されてお り Lq'.実際に圧籍強度の推

定 1や娠別方法の評価の指標 ■S-として使用さrt,ている (2-6)式とこのヰ英を考慮すると.

u/ヽ 8'I/dJロノトが u T7ロットに比べて-般的で.かつ有用であることがわかる

したがって.本音で托岩石の地削特性を兼す-ラメータとして L記 u/.ヾ.r dに加え.

特使ビyト断面積当f-り･ビyト1回転当たりの凹転方向のエネルギー871dJを用いる..



22.4 突軟岩果

(l) 岩石の据RIJ特性に及ぼす刃先鼻耗の群書

本R<け1よ従 kO)研究結果を参SJ.~して.刃先JT･托状態の異なるビ yトによる塩別

事鼓から得J'TL1-チ-タを解析し.岩石0:娠朗特仏 ー及ぼす刃先貯托状態の影書を換FIす

/J

図 2-10(a)に.TE一行砂岩をビット凹転攻50rlpで姫糾 したtトさの 単位ピソト径当たり

のビット荷屯rrdとビット1回転当たりの収別長 u _＼'hl)関係を.刃先鮮托状態をパラ

メータにとって示す ril中の文鞭は.最小2乗iLZにより近似した第 1次作用線である 近

帆.=当たっては.第 1次作用線から第 2次作用線-の変化点付虹のデータを除くことを原

則とした 国中の lA鎖線IT一示すデータは張 り付き (ビット全体あるいは刃先間に切屑が

付片する現象)の影Vを受けたJ-,ので.正'軒な抱削ではないT-め近似から除いた Laより,

血森の傾きはJJ先珠托状態が変わって'Uほとんど変化しない 九 正毅と併軸との交点に

おける横軸の鮭rr-dfi刃先定托の進展につれて増大することがわかる 大谷凝灰岩の

収別においてt,,来待砂岩の場合とほぼ同様の結果が得られたLI)先の 席托嶋を変えた一

文字ビットに Lる敢為削こ対する圧入実験 叫でも同様の結果が得られており.芙取のビッ

トにおいてJu品種的なLf人文簸結果が成立することが明らかであら

図 2-IO(b)は.Lib2LO(a)と同-の央敦から得られf一単位ビット断面稚当たり･tfット

lB]転当たりU)回転方向のエネルギー8Tノd2と u ヽとの関係である 国中の実鰍 ま図

-2JO(8)の実貨に対応するデータを用いてLW 近似 したもので.8T, a-riこの直線と横

+との空尉 ･おける秩粕の世である (a), (b)両国を比較すると.強い直崩榊関を示うこ

ど,dr鳩 の快さに及ぼす刀先帝托状態の影響が小さいこと,F a.8T dZとも刀先

程托の虐矧 -つれて岬人すること.張り付きの影響が同様に乱れることtLy.Jt一速点の多

･､ことがわかる ただし 刃先犀托状齢 こよるF,/dの変化のjjが 8T.d之のそれより

手･大きい点が鼻なっている｡このような結果は大谷凝灰岩においてt'非通 していf-.なお.
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伏在的に 阿 2川(a)の開床l'ーおける血穀i･ピソH･'T東の第 1次作用乱 用 2IO(b)の関

tf;ニおけるil穀を トルクV)市J次作用線)-名付け.それぞれのirr線の偵きみ D Fと 〟,で

軒 ｢ tた.i･',とT,臥 (a).(b)中国の関係において扶軸にそれぞれ Fと Tをとった

レさの.ビ′ト舟Jiとト′L,クの帝 l次作用韓に相 当する声殺 し秩巾との交点のFT重とトル

クで.そ1ぞLl.しきい荷重.しきい トルクナ名付ける

国 2llLd.(b)は.それぞれ図 2-10(a).(b)と同じ開床を.所小松安山岩のビッ ト回

転牧が50rTNtの堤合｢ついて示したi,のである 両tglよりわかるよう1,.ビット荷重とト

I,クの耶 1次作用鰍 L 大谷範灰岩や束縛砂岩の場合と同様｢強い柏ILlを示す まf-.刀

jtFl.托の進展(~伴うaFの減少割合の方が aTのそれより人きい手'のU). aFとoγは刃先

駐托の遡軌 こつれて小さくIJ:っており 上述U)人Id凝灰岩や屯待砂岩と畏/i:る傾向を示す

さ.-パこ./√ dや 87t dZと刃先輩托状値とV)rFqに11.大'li凝JWl'1や来待砂L8-のよう/～

規則的なLFRl保か温められない 三城日安山岩(A)Ll)触削においでt,新小松安LIJl',iy同様′亡

縫取が縛られ1-

ビット回転枚が 100rI)Zbの場合も,上述のヒyト回転汝が 50'ly1-の槻合と同様の結氷を

7T:した 表 2-4と兼 2-5は.それぞれ .50rpJqと 100rlm三一おけるビッ トことの D r.

F,;a.i),および 8T d をまとめて小したi,のである 式中,87'./d2が 0のデー

タは.最小2乗法【~よる近似の際.8T,/dJがわずかrn J･Ij:ったため.原点を強制適

過させて求めたhq)である 図 210よりわかるように.ビット荷並とトルクの巧 1次作

網漁では.u/ViOV)ときFJd-F,/a.8T/d2･;tiγJd!が成立11~る したがって.

二からV)結果を衣す関係式として次式が'得られる

LI F-F,
有 =arT

昔 -a,誓 書

笥末より耶らかJfように. ビット荷車と トルクの邦 1枚作用線を対象と十ると./∫.と
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･[̀ ilL.76の馴 ■榔 行える最小tl)ビyト荷重と ト′LJ/を兼 している 換言すれば･F.と

T.はIAibの那 lq:r対 して何の仕事もしていないこと:一なる･しかし･L2]2-)0の T7ビッ

トq)fqから明らか/tよう:I.F'.とT.q)世より小さなど ノト荷屯とL′レクでt'実際.二は

多少J)鑑別が行われる場合があ').F.とT.が持っている上記物理的苦味は強密な まの

で.･tない しかし.F,とT,が刃先嘩托状態の推'iE'-有効な情牡であることは図 2loょ

りri臥 一推i～r･きる 一九 (Fl-FE)L･(r-I/,)はfiもの瓶別に対して仕事をしてい

るので.岩石の触別について考察する際ft玉要fE変改である そこで(r l一.)をF ,.

(7- T )をT.とおいて(2-9) (2-10)式,I/そTtぞれ次式U)⊥う:I-甘さ乱す

姐Jurerユ■リ川i の刃先が岩石rPr人するのに雪する.F<1,碑ずる力を tLrretLLVelorce

と呼んでいるU)で,ここでは/I.を有効(.-f嵐 T,を心効 ト′L,クと呼ぶことにする さら

ド.(21)～(2 り式の′とTにJ:.と'/一.をそれPれ代入し. (2J)-(2 I)式をそれぞれ

次式のよう(-壬キL!打_す

E,-F,〟+27UVT,

i =生 +,_,TT
.V LV

i =i 言 些
-̂I A ALL

志 -藷 十7両

2JW ,

(21)3)

(2 ll)

(2 15)

(2-16)

上RTL=r,と7㌧の甘針 :伽 ､.E.を 1分間当たrJの布効エネルギー.Lil.'･ヽをピソトlBi)

転当たりq)有効エネルギー.I;J luおよびE,.(I:/l)d'u手･有効エネルギーより攻め
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.t比エネルギーと呼ぶ 本来ILらば.ここでL:.,/I:と図 27に示 した qZとの関連i･検討

す くきで.もろ:) こTLを艦齢 ー検討する;二は,uhiu二転通されるエネルギーを明砧に定凝

十ろことLL･.伺えば222.r-示したu)や(5)のエネルギーについて定丘化することが必要

であるが.こLtI)のことは必ずし辛,審易fj:ことではない しか し. ビット締盟とトルクの

弔1次作用熊JS,対吸としたとき.鞍念的L=liI._I./F_-が T12を丑 していると考えることもで

きると.eわれる.LjI･百強度や刃先阜托状態 とiL在接に関連 していると考えられる772や 77.

を解明十ることは.L#石板別の本質を解明することに繋がる玉算IL1検討椎糖であると即 つ

TLる▲

(2) 岩石の抽削特性に及ぼす ビッ ト回転数 とビット径の形事

ビyト回転故が 50rpmの 3,とD,(讃2 I)を1とすると.100rrxnLl)3,と3,は 2

5)はそれ+'れ 077-O97.080-10Iの範相にあり.両回転牧の LIFとa,のいずれに

おいてt,大きな毒はない しかし.新′ト松安山岩の 17L/yトの 〟Tを除くと,10Vrp.pの

8,と3,は 5Orpnのそれらに比べて多少小さい ビットlp7屯を一定 レLf'ときの.ビッ

ト回転政か収進率に及Ifl彫挙を検討 した従来の研究結'PI'I加33-を見ると,回転数と触

進やlJl比例関係を示す i,の l と ビットPl転汝の増加に従い胞遊撃は低 トの偵向を示

すもU)ltLnがある 本2-敦結果は後者の研究鈷71-とほぼ-一条 している 藤井 tの研究

縫瓜r.よTLは.ヒノト回転敦の増加に従い掘進倒 ま低下の傾向を不うものの,本実敦の範

晦内では両者の間にほぼ直線的な関係か成立 している この結果は.ビット回転数が 50

､lOtlrptの範【削こおいて.ビット荷重が一定のときの u/NFi50rpl)と 100rp のそれの

Pli一入ると換吉できる さらに.この研究 刃■では,ビット荷重が-定のときの トルクは

ピソト回転枚の彬事をほとんど受けないことも明らかにしている これらの結紫を考息す

ると.少Jltくとま,本7:愚 の範囲内では.所定のビットEil転汝での hFと8,が直鼠 他の

ツトLd伝故での目安になることがわかる

熊井かrt.Uのftわり.p-U ,Vを用いたLl川gllamV)一連の研究 (参考文献 7).8).27),
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料 ,氷日など.1恥1年 日 月2日-196541.日].'911のThでOll .LndGaゝ J ;,掲推された)

をー一般惟/y持った稔れた研究であると評OiL1- 本案集結先からもu′Vを用いろ有用

椎がFEI'Jされた

瓦経が9N13JKlのTOビノトと直径が Ll2.糾紬■U)所LP.ビ･/トに上り 城目安山岩は)を

鑑別L,t･ときのI:dとu/.ヾ 8'rJd･'T uヽ と)柑操を.そLlぞLt図 2-12(a),(b)に

示f 内LA上り L2つのビットの0,.F. d. a,,HT,′d:.ー大きIL差はない'･Jのの.

例えはTOLJットのDFやaTが 1128hd ビットのそLIJに比Jこて小さいことが‡)かる｡

このよ/).こ.rllnghaD7'の実襲結果や理由式(26)と果なり.同型のビyトでJ･▲ビット径が

弗/Iると r'11-の耶 】次作用線で近似できない程合のあることがわかる これは.22L

O) i)で述べた上うに.同型のt:lノトでt}ビ ット径が粍/亡ると刃先貞己列ti:どq)デザインが

変わる槻合があり.完全11相似則が成り立っていね,､ことに.しろと考えられる 'j;際に.

lilnghdJnmが捉零 した.E)uck)rLgha皿U)7;道理に塊づ く無次TCハ ラメー ク. u Vd.

l=Jd'S (SけIR-t'強度)を用いて本葬験結果を穀理 し1-としても.両ハラメータ中のd

は消去できるとといこSは一定であるため図 2-I2(a)に,示した結果とrF]l様/i:憤r如;終られ

る F/dJStり.8r/dlsも虫次元ハラメークとして迫JJl)できる u ▲Vdとl･d2S

とIT)硯係と同経に. uJ.ヽdと8Tノd3Sとの関係を求めたとしても.図 2t2(b)に示した

傾向は食わらILい

上記t次Jl:ハラメータや理ii式(26)から.r/dと 持7./dLはそれぞれ Fとγの一般的

fE凄現といえる ただし.本実験結果より明らかなよう:-,r/dや 8r/a:が一定のと

きのu/.Ⅵ1ビ yト径が変わると多少異なる場合がある.上記のように.これはビットご

と･稲作は TLるデザインの相違i･よるJ"のとF,えられる したがって.所定のビット径で

円らtLたF,dとu/.ヽ 8rr dZとu rヽとのI対操から血径の艶なるビットの岩石掘削特性

を把捉する軌 土.これらの関係を目安として見るべきであるとTjえる



2.2.5 岩石敷皮の推定方泣

推itも.ビ >ト荷東および ト′レクの3着0)問臥 こおいて.岩石強度J)みに依存する情

報が明T,かとIi:,ている訳ではない.二の1-れ 先で.どのような相関を7ペることに と

って この情報が 得 られ るか ;こつい て見 当を付け る二 七.I-した. 見体的 には.

U .＼･b(i./d)I(指T,Id=)-なる開披 (b 比例定牡)｢毒づいて.所定q)岩石を税別

し1-ときq)TO.Tl.T7 ヒyトすべての u/.V.FJd.RT./a-;-ついて対散を求めた

鐘.1叩【u/.ヽ)を日的変乱 log(F, d)と log(87,/ dZ)を良明変改と十る屯回帰分析

を行い.LJットのJJ先席托状態の影響が小さく.かついでztの岩石ri'当てはまりそ うな

mとnを托した 上記関数を用いたのけ.以下に示-lL')に.(17日). (212)式を変形し

I-(2】7)式より(2-捕)式が得られるf-めである

(訂-(汁(;)-(碧)■■(i)-(碧)' -(2-17,

芸-a/La,A(i)ト'(訂 ･(2 ･8,

H71妃q)よう｢.入谷凝炊旨と壌待砂岩では aFとa.｢及ぼすTl先rle托状態の形書が小さ

いt-d).三城 日安山岩(A)と新小松安山岩についてビット回拡散ごとにmとnを求めた

その梅見.LZ7.nお tび相関快敦として.それぞれ 0.7- 1I 1.7-25および0.986-

099t)を'FTrた J77トnの平均はそれぞれ llと21であるので.簡単のためmとして 1,

nとして2を採用した 重回帰分析に用いた牌汝と(2-18)式 tの比較からわかるように,

m li:n 2は▲-2の場合で,(2-18)式をiAたしている L配のように,大谷凝灰岩

やTE一持砂計でItJl先任托状態によるBFと0,の変化が′トさいので. AT 2U)と春の(2 18)

式中の係故 D , 'LJ,̀(i.両岩石でも刃先摩托状態の彫事が小さいと推測できるrしたが

って.(2相)式中の JHこ2を代入 して整理すると.
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(SdTirI(5)(S) ･･(2-Ⅰ9)

が得られる 前払r-よう.r=.RT.dlit2=T.(7=Jりd!上り杓らTLたものである

,l上a;検討;~tり.L引立ビット径当たり･ビットIIF,1転当たr)の掘別方向の有効エネル

ギーF.U,.ヾdと.中位 ビノト断面捕当1-り ･ビットl阿転当fりd)lpl転方向の有効エ

ネルギーLl)IT車(RT./dヱ)三との関齢 ま刃先を托状態q)す三Vが小さい情報であるとの見通

しを得た I二で,両者の関係が実際:ILt,Li石塊度をよす情報であるどうかを次.-3べた.

ビッ トrr･]伝散が 50rpQの場合を図 2-13(a)ド.また ビyト回転故が 100r印 の場合を図

2-13fb)に,77-1- Llrflの白抜きの凡例は大谷凝灰IL1-と三城 日雀LIJL;･(A)のJh合で.熊塗りの

Fu州1屯朽砂台と帝小松安山岩の場合である 耐lM ･ら明らか/{ように.い｣机の岩石に

おいてJu./∴u/＼'dと(8lr./d')̀ との関係に及ぼす刃先粧托状態の影Vは小さY､ ま

汁.F,u ＼dが一定のときの(8T. dヱ) Ft.一秒 t籍強吸の L:)/亡岩石強度の増加に

つLlて増加U)傾ra】を示す_さらに.両国の比較より,大字F従灰岩を除くいすれの岩石でJt,

J･',u Vdと(HT./dり1'との関掛 まほぼ同じ低を示し.両者LT)関係に及ffう LJット回転

故の形Vは小さいことがわかる

(219)式中の採取 3,/a,2は ビyトや岩石Ir上って決まる定牧であることからI

Fl.u ヽdと(tET,/dZ)2とのmには比例開陳が成立することがわかる 7油 絵巣から明

らかIEよ)i:.この抹敬はJJ先阜托状態の形学の小さい.tI:71強度を強く反映 した情報で

あるので.この係散または(8T./dZ)I/(r u ヽd)が岩石鐘度を女十指掛 ーなることが

わかる 'R際に.2Lに示 した記号の単位を射 こ両者tl)呼r.陀fy求めると k＼正が得られ,

両者の次元ii応J)の次元と正しく一改-lる 軸比編集壁のLうIf.Lt石強度i･鼓す単位と

してWdが 一般に用いられているので.両者の単P.kヽ 巾を Waに推算したものを岩石U)

蜘 憤 度D (ltPi.)と軒 I うな73ち.
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D.=
64,YTj

I000F.tLd】

a.を-の上).~引 r;†たのは･一anLlng帥ざや uaurerJ"がビyトで台石を鰍11Jしたとき

J)岩石強FE/I.そ‡ぞれ~r∝kdrl111叩 Stren郎 h-.~drlllabllltyStrenSlhofr∝k-

J-呼んでいるたd)で.a .I-は串.I-ILil.Jの強度稔性のみ/fらヴ.ビットの掘 削特性の影V

L含ミれる ここで.ビ yトの推削特性 とは.刃X:の配列や形状/HJL/yト肉有の特性に

よって影℡される岩石の掘削特性を指i

E!刺 ヒされ1-tbl石の強度試験より得られる一軸圧縮強度の LうIEtiH'強度とD とを関

越付けることは Dの鰭から普ii性のある岩石強度を知り'f8るという恵味で.重曹であ

ると巴われる そこで.岩石の-軸圧縮強度S と/)との帥係を求めf- (図 2-14)L参考

として.TOビyトと直径 日288m U)新品ビットによる三城El安山岩(ri)に対1る芙敦結

盟.-ついて‡,×印で記峨した (Jl288山 ビ ットのデータはD,が約 5.5MPil) 'Ll石強度とし

てS か運んだ理由は.岩石掘削に関するデータがS,やせん断強度とr講述仙 ナられるこ

とが多い B lLJ9州ことと.S が-娘的l'測定されるLtJttJi強J空であることによる.団にお

いて.Slが的仙-1OOltPtlの範囲のデータが得られていrEいため斬首はできItいものの.

5.とL) とu)間には比較的上いfEl関性があるように思われる 今乱 さらと~データを集

め.SとI),との関係を明恥 こしていきたい

22.6 刃先摩耗 の推 定方法

H･J項と同様な歪回婦分析:-より, ビ yトの刀先瞭粍状態の7Tに依存する情報を検討 し

たが.L'-石の馴 小鼓度D.のような情報は見出せなかった｡このため,a.r蔦づいて刃

先だ托状態の推定力法を検討することにした.この検討札 D.とビット117毛や トJレクの

第1次作用親の快さ 8,(または(2ll)式より得られる du ▲ヽ-F.). O,は たは(2-12)

式より待 ちT.るdZu′8,Vr.)などとの脱保を求めるこしを兵事T.している.しか し.両
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者7畑 位 J)･k＼からわかるよう;こ 両名 J)逆汝は止~力の次Jtを持っている′そこで･LJJ

と同じ判 ttJ-/亡るよ;):~換算した両者の避敬4･.そtL;LL'れLi;･もの井入強IS /A(ilPa),回

転方向の有効エネルギーより求めた比エネ,LギーS.佃Pd)と&1 11L.わら.

1 .Vr,
/,三両 ~高 話

･'_)22)

S･-忘 一丁誌 ･(223,

/.を岩石V)Fr入強度と名付けたのけ 圧入実験で /.;:柑TH TJ子ノのか千人甘ItkJ5'と呼

ばれているためである (2-20)～(223)式より.I)<, /一 S.のfulには次式で示す関係

が成立することがわかる

図 2-15(a)は.I).と/,との関係を.刃先雌托状態を′､7メーJ/にとって示したもので

ある 国中U)それぞれの直鰍 ま.ヒット回転敬が 50rp山♪ lOOrpmq)データを近似 して求

めた.図 211の場合と同様に,TOヒットとFi篠 目28触皿の新品ビットのデータを参考

として記収Lf 川-=おいて /),が的 IOW'壬l以 トでItLJットに上る Jの相違が明腔に認

めらTl./LLい く矧 こ.TOと TtIビット)ものd).Dsが約 10Wa以⊥ではそれが明際に認め

らtlる この~とから.D,が約 もIOlfPd以上にJfると.D.と / との関係を把握うること

により.刃先frE托状態を定Jt的に推定できることがわかる.tg12-15(b)rt.蝉位ビット窪

当たりのしきい荷重r d.-ついて封215(a)と同様な関係を求めたものである 国より

a.JrL約 6rh )00ilPaの範関では刃先犀托状態とF./dとU)悶｢明取lr関係が認められな

いことと,D,が約 10M7a以下では刃先倍托が進展するほどr dが増大することがわか

る これらの結製より.刃先摩托状態の推定は.Dが約 IOITPfl以下でnr,/dに,また,

I).かれ IOWd以上では Jに百日することにより可能であることがわから.前配圧入2-襲

k.において,q!性的榊 生質の強い軟岩では岩石の破壊が緩やかに･また･脆性的な性質の
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強い挿Li;-ではむ不の鞍最が急激に生じろニトか報告されていろ Jt･7:-鼓結果J~おいてD,

が的 IOWa以 f:J)T三石とそれ以上のt.ljTiでJJ先任托状態の推定方法が晃IEるのは 上記の

よう∴ 岩七･T)持つ作質の相違によって岩6の破壊様式が兄なるf-めlL･考え{'Ttろ,

園 2-16.J (ら)に.そtl.ぞit刃先頼托状態･.{ハ7メークと1ろD.とS.との国保と.

D.と刷 むピソト断面稚当たり･ビット1回転当T-りの しきいエネルギーRT,/d=との的

保r/示す td2-16(a)と図 2-15(a).図 2-L6(b)とLll2-J5(h)との比較上り.D.と5,.

D､とUT/d=との関係は 上記0.と /r I)一とr,.′dとtr)関係とほぼ同様の偵向を示

すことがわかる T-だし,刃先仁托状態に上る /.の射 ヒの1)-が J'.qJそzLに比べて大き

く.また.I).が約 10Wa以下においてTOL･TlビットV)/:,/dU)差がN'r,/d2の場合に

比べて大 きい

以上q)札束かf).刃先曜耗状態の古丑的な推淀は.比較的軟質It岩石では() とF /d

やflTL/dtとの!対鼠 tた.比横的硬質なLIA;古では/).と /,や S,んの関陳を把捉するこ

>によりnT能であることがわかるLただし.rR際の坑jt掘削における刃先駐托状態の推定

は.でtるだけ1ヒ称ならのとなるよう.これら情報を総合的に判断 して'rTうべきであると

Tiえる

2.27 本節の総括

ローラーコーンビットq)一棟であるツースピットを用いて岩石を堆桝するときに得られ

ろ坂連れ ビット荷重および トル'/を基に,岩石強度およびビyトの刃先SLFt状態を推定

1る方d=を見出すニt:fyEl的.こ,刃先塔耗状態の果ILるビyトを用いて各級岩石に対して

税制実魚を行った その結果,次U)ことが明らかとなった

(り Iii位ビyト径当たりのビyト荷並F/dとビットl回転当T-りの掘削丘 u ＼と0)

関取 1,La市の托頴やビットの刃先摩耗状も別-かかわらず F dがある程度大きい範囲で

は正辞で血似できる また.これに対仏する.単位tJット新曲栢当t-りItTットl回転当
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たりの回位方向J)lネルギー8T/dニト U とヽU)間'=も直税開陳が政立する

;21 軸比 L/ y ト往当た り ･ピ ソト1回転 当T-りの旋削 方rFTIの 有効エネルギー

F.a/ヽ dと.脚 立ビット断面積当T-り･ビットllu1位当たりの回転方向の有効エネル

ギーの2年はT./d7)tL･の悶陳は 7]先El托状態の85℡が′トさい.岩石強度を敷く反映

した柵常である-両者の関操式より得られる岩石強攻を左1指tT. ｢なわら岩石の掘削集

,i/).(肋 )は次式で与えられる

D.=-L --一里 竺こ

1000ar lO00F.〟dl

ここで. oFとa,は.それぞれ上記J: dとU .＼ 指Tj'd･～とu/ヽ との関係lyおけ7'J直

点d)瞬きである

(3) ピソLのJJ先任托状態は./).と岩石のA入強度 I..I).t11糾立ビット待当f-りの

しきい/p'I紙 /･, A./).とril転方向の有効エネルギーLり求めた比エネルギーS.lD.と

単位L'ソト斬LAi研当たり･ビットllq転当1-りU)しきいエネルギー8T,/dZとの関係を

把握11るーと卜より推定できる.

(1) u/ヽ 1 r dおよび 8r/d2FL それぞれ U.Fおよび Tの-粒形である.ただ

し.ビット荷屯が-在のときの地進率はビット回転汝の増加‡'つれて減少の快向を示す堤

合かあることや.実際の ビyトでは同型のJt,のでl}デザインが嘗わる叫合があるため.

urヽ .r/a,8T/dlのいずれも目安として見るべきものと考えろ.

本筋で実･施した宅内における基礎的尖鼓により.岩石強度とビットの刃先摩耗状態を

推定1る方法がRLLlされた 当然のこと′Eから.F中音の推定方法としては坑井の掘削にお

いて広く適用できるものが望圭しい このたれ 次節ではtとして.ツースピットととも

･二坑井の掘削に普及 しているインサー トビットにも推定方法が適mできるかどうかについ

て良港1る



2.3 推定方法のインサー トビット-の適用性

2.3.1 夷験用機材 お よび実鼓方法

(I) 実tL用 ビットおよび供鼓岩石

図 217ド.ツースピットで得られた推定方法がインサー トビ ット-善用できるかどう

かを祉毘 lろためiI用いた直径が 10) byl(Jln)のrットをホ1 こLlr'u)ビットは中硬

岩用 ((抹)セキサク製 13r-型)千,IAJX コー ドで 5-3-7＼に分萌される 各ビットの刃

先鑑托状態は新品.刃先高さが28摩耗.刃先高さが l/8I'}托とし.ベアリング塔托状憶

はすべて新品の状態としたL以後,1虹rのyルコー ドL=従ってそれそれd)L/ットをTO.T2.

llL/yトと略記-1る なお.前節でFTlいた政経が9Hl】Lrm(.I7/81n)のソースヒ yトでLl

J]先lli耗状態fyTO,Tl.T7としたのに対し.本棟のインサー トLJットで比 lLT.12.日と

した これ,lt.耐JfL托性に放れる超硬合金鞘の刃先を布1るインサー トLJットの均合.刀

先だ托U)進展け一般に It～T5までで,それ以上の斑托托す,･なことに上る また-ツース

ピットとインサー トピyトの主な相違点は.I的者の刃先形状がくさび型であるのに対して

往昔のそれがチ-～/レ型である点と.前者がペアリンy内i-グリース密封用シールを有 しな

いの一二対して後5がそれを有する点である｡

椴に.刃先の摩耗d)進展,二つTLてベアリングの帝托書}進展するため.本部では岩石の

抽榊特性に及ぼすペアリング摩耗の影響 を,検討することにした.このため.実幹には,刀

先年托状態を含めたビット形状がTJt{yトと同一で.ペアリングが5′tl郁 tした状態(lAIXI

U)ダルコー ドで LlS)のビットも用いた 以下.このLJットをTlU5ビットと呼ぶ ペアリ

/I/の仁托状態の評価は必ず Li,頼寒々ものではないが.ベア リング内にシー′レを有する

ピソトのtB合.L15の虻托状態とは一般に シ ールが11-効r淋かないような遊びがべ7 リ

ングに生じている状態を指1

岩石の触削特性に及ぼすビyト径の影響托.上記 TOI/ットと.二g)ビ yトと同型で.
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7]先ijtぴペアリングが新品の直径 127-(5Ln｣と Ll2紳EJ(5581n)tl)ビノトを用いて

托討 た (EgI2-L8) 表 2-6に.これらのE'ットに取rJ仙 ナ('れている刃先散を･コーン

Lj上び1】列二と.I-示す 表より.ツースピットの堀分にはヒット径が要わるト禰2 弔3

コーノの刃列散が変化したのに対し (丑2L.左22).インサ- トビットの場合にはピッ

L圧が雪いって子l各1-ンの刃列掛 i変寸〉らないニトがわかる しかl.各ビ yトの刃先

J,諸牧は多少熊/Ltつており ツースピットのqt合と同様にイ/サー トビットでiJ完全な相

tmlJが放りtT_つていないことがわかる.

収hEJ実験に用いfL岩石札 来待砂岩(A)と(u).I-_械LrlL:山岩.鞘小松安山岩および沢

入花尚古(A)ど(Zl)である.こTLら岩石の牡練的惟質は,llTl節の場合とrr･I様な方法に tり求

めた (兼2-7)

(2) 文書h故

岩石の掘削特性に及ぼす刃先摩耗状態U)影響は.rO.12.Tlビ yトを用い.ビット荷

jEをいろいろ変えて来待砂岩(A)､三城目安山LL,新小松安山.缶および沢人花尚岩(A)を掘

削して検討した一 ビット回転数と掘削流体 (消水)流俄は.3-ilぞれ 50r叩 と0llm3Jmn

一定とした

岩E;の掘削特化に及はすペアリング絵托状tEの書三y(t TILtllrLSビット.r=より来待砂

削Fl)と新小松安山岩を鯨別 して検討した ただし.斬小松安山'ijに対する瀕敬礼 Tl ビ

ットのデータが上巳実験で得られたため.Tll娼 ピントのみを用いて行った.前記ビット

径の粍fLるインサー トビットによる掘削実敦は.沢入花PI岩(a)に対してfTつた これら

犬gH~おけるビyト回転数や旋削涙体毛件は.上記実鼓と同-とした.

央鼓袋畏およびデータの計測方法は,前節の甘合とIF,1-である モた.所帯の場合と同

駄二,文集中にビットU)ペアリン,/や刃先状態について検盲,i･fTい.父軌 こ伴:)ペアリン

グq)典薪や刃先鑑経の進展がほとんどないことを確虚しTT.
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23.2 実験結果

(l) 岩石の串別特性に及ぼす刃先鵬 の形書

7]兼帯托状態.)苑IEるインサー トビット~よるネTt.Z'tLO)岩石.二村J~る実敦結果の一例

しして.沢入花■岩(A)のFJdレ U rヽF･の関操ふ.JJ先程托状態々′くラメータにとって

L･の隈姥である, (a), (h)両Eg'こ示 しf-ビット(･'j壬>トルクの萌 1枚作用軌 t 前節の18

合とl司齢 -.この作用線に尽するデータを選び出した後,応小2乗法に tる近似をfTつて

求めた､両国中tl)TOビットのデータのうち▲印で示しf-もの托.後述の tうにペアリン

グシ ルトおける席持損失の変動の影Vが大きいため近似かr)除いた 1月2】9(..).(h)

に.示した沢人柁W.'i(～)の場合と同様に.jkJl等砂岩(A).三城目安=僧 および新小松安山岩

l･ついてを,F dとu ＼.871/dlとu ＼とu)関係を求めた ~V)蘇.批削流体の不足に

上る切屑除去U)イ･完全さの影gFを受けたデータと.ン-ル;~おけるIFj糠的矢の変動の影書

を大きく受けT･t,のは,近似より除いた｡こa)よう｢して求めた各ビットの LZF.J･lJa.

いずれのL:lyトのDFとort,ほぼ同じ飯を不す 九 他の-1L.紬 では rOと r2 ビットの

a,. uTいずれ手,E引子同じであるものの.Tlビ yトのそれらが他のピットに比べて小さ

い牡を示i ただし,刃先瞭托状態が TOあるいは l'2からT4-賛化したとき, aFの減

少割合が0,のそれに比べて大きい 本牙の TOとTlのインサ- トL/yトの実験結果-と.

前節のTOとT川 )ツースビ yトのものを比較しf･結果.束縛砂岩のような軟岩でIiaFと

a,に及ぼす刀先年托状態の影響が小さいこと,三城 EI安山岩のような中硬岩では刃先軽

托の進展につれて0,と 0,が減少すること･刃先坪托の進城に伴 うJI,の沖少割合が 3 ,

のそTl,に比べて人きいことなど.ほぼ同様の憐向を示すことがわかったし



(2) 岩石の据削特性に及ぼすベア リング鵬 の影事

国2-20(a).tb‖1.31れそれ TITTlrL5ビ ノト:=上り東待砂岩(a)と所小松安山岩を鑑

糾L,たときのr/dレu 一ヽ.RTJd三とu ＼と0)関係である なお.LgJの凡臥 こおいてTI

ビ7トを llFKlと表巴した 両国よりi)かる上r')に.いすTLの岩石においてb2つのピッ

LJ)a,. a ,いずれもほぼ同 じ卓を不i 毛f-.来待秒削 FI)でilTlビットの r /dが

TJBSビ ノトのそれより大きいものの.新小松安山IbLでは両tT･/トの F dがほぼ同じ位

である さらい.い1LIPJ岩石において手､Tlビy Ttの 8T̀ Jd･が TIB5のそれ:一比,{て

か/fり大きい IEお.新小松安山岩において r/dがほぼ一･とU)とき. 2つのビットの

u/.ヽ1二OOOO21コ提度の差がある場合がある 10tfットで新小松安LLJLi/J梅TiIJしたときの

データの 知にi./:/dがほぼ一定のとき0)U/̂fr同性度の点が認められた したがっ

て.2つのLJソトにおけるU.＼Fの多少の相違は.Ill-Llの 多 少 の不均質さの影響と考えら

れる

以 Lのように.ヘアリングの蝶托状態が変わるT.特に 8'/,,d が大きく射 ヒするこ

とがわかった 執小松安山岩の娠別において,所定のU Vを得るのに要するF/dが T4

ビットと TIR5ビyトでほとんど変わらか ､ことから,このような 8rr,d:の大きな相違

紘,切屑除上の不完全さや岩石の不均質さでは税明できず,ビyトにJ:るものであると推

定できる 2つU)ピソトの構造上の相違はペア リングの粁托状態のみであるので-

8T,'d の相違はペア1)ングにおける摩襟損失q)相違に起因 していると推定される.ベ

アr)ング巾Lp,F.擦損失として,())ジャーナルとコーンの食尽接触によるi'のと.(2)ペアリ

/グンールとジャ-ナルあるいはコーンとの接触｢よるものが挙げられる IarrertLTによ

れば.=)の呼擦損失はしきい値として含まれることは′こい したがって,上記 8T 'dZ

Q畑 連は.(2)の摩擦根尖の相違に起因していると推'定できる

岩石のhFllJ特性を評価するとき.ペアリングシー/レLl)摩損損失Et本貸的に除くべきもの

である.したがって,上記実験結果より 少なくとi'u5程度までのペアリング摩托Jl.

岩石U,触別特化に.rlとんどk菅を与-えないことがわかる,たf:'し 本実鼓で用い1-TJ ビ
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7トJ)よI).ニン-ルの席操和夫が大きい均合El.7三拝秒鞍(B)の/:,/dには影事を与える.

しかし,Ed220>左28の/･-,/dや tiT./dEの也を控合的;=相方iると.た行砂gLr･(1).

Ln)の rlビ ′･以外のF,/dや.他dj岩石の F, d.こ及ほ1シールのr･=方状矢の影菅は

ほケんyないか.小さいJL･推定さnる｡こL7)J:うに Tlt{ソトV)シールのだ捗損失は宅

持砂糾 )F. dに影7を与えるのに対 し 他q)半盲V)そtlにほとんど彰Vを与えILい

ニLJl.~k待秒むLl)よ うIL軟旨では.岩石U)破端弧 -おける刃A.q)拘電力がシール の抵抗

に打ち鼓てないた桝 'コー/の回転敦が減少 して掘進串か低下するの｢tTL.中硬岩以上

LT)岩石で.pt刃先が破淡溝で拘屯され.コーンが正鰍 ~回転 して掘進 串が低下しないためと

推測される

前足のLうに,例えば図 219におい てLh巣近似から一部のデータを除いたのは.しき

い従L･して扱えないシールの怒韓根尖の7変動が含 tztているfめである この変動は

I.-Jdと LJ ＼■.ttT/dlレu -ヽとの関係のみでは判断 しにくい槻合があるfd).r/dと

HT′d-とq)lXJ係 i,考慮 して判断し1--例として.La石強度が大きく熊なる屯持砂岩(A)

>沢入花慨岩(A)をTOビットで拙削したときのF dと8T/dJと0)関係を図2-21に示す

画より.両者の関係は岩石強度の影書の小さい情報であるとともに.ピッHh'i蒐あるいは

トルクの第 l次作月‡熊.-対応するデ-タが酷線rXl係を示すことが明らかである 沢人花尚

出川 の▲印Q)データはEg12-1gの▲印のt-の｢対応 してお り.直穀から明帆 こ■九 シー

ルの鑑鮮捌夫が大きいことがわかる.なお.図 221ド,(.ll-ようなF dと8T d二との閉

院における血親&･便Tt的にビット荷蛋 ･トルクの帝 1次作捕殺と名付け.この直線の傾き

をaf,と点す 後述のように. a,Tは刃先峰托状態の推定に有効な伯叔である.ビyト

荷屯の郡l次作用線の頼き3,および ト′レクの和 1次作用線の伴き3,と･ B F'との関係

を明らか;･しておく

(2-g).(210)式より.F,dと8'r d2との関掛 J.

(芸)-(:)(;)I(㍗(:)(i))
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で玉さlLる (225)式から-図 2-21に7r;した t')/itF,rdと8T/dEとの間隙における直

井の件 き8FrltLIF/O'に等しいことがわかる tT-.こLt;I-加え.(2LL).(2~12)式か

I次式が求tる

望 上土 =31 =生 =0 ,, ･･-226)
Fl,Id r,a L7/

(3) 岩石の据別特性に及ぼす ビッ ト径の影事

図2-22(a).(b)は.直径が 101 6帆 1271札 112糾nblの新品ビットに上り沢入花随'LL

(a)/<抱糾したときの実験結果である 両国より.lotbFnZnビットの 8'/ノd-1Ji他の ピッ

トより大きいこyj>除いて. DF.F,′a L7T.871,/dZのいrllltl'ほぼ同じ帖を示す

ニケがわかる ただし.ビットによるL7,の相連はほとんどわいのに対し,127mmとllLJ88mm

ビットQ)a,は lOlr'nmビットのそれに比べて3-ltぞれ約 lLZ%J･2)～)くきく.〟TV)細連の

方が〟Fの柏連上り大きい,このような印遥ほ.前冶己のような刃先故/i:ど･ビット往ごと

に採用されるデザインに由果 しているものと考えられる 1016M ヒットの fr/,,d2が

A-きいのけシールの摩撫扱矢の影¥によると推定される それぞれの ビットの T.け約

0ll-013k＼･■で.こq)トルクの大部分がシールの作娠捌失であると仮定うると.ビッ

ト往.こかかわら Fン-ルにおいてほぼ同提度の貯擦損失が生じていることになる

前掛 二おけろ検討からわかるように.F/dと 8T a-はそれぞれFとTの一般形であ

る しかし.'̂腰 のビットでは,同型のt,のでt,直径が異なると刃先配列や刃先汝などの

デザインか劉 )ろ場合があるため. F/dと 8-r/d を用いてi>LlbH.のttmlf特性に及はす

ピット巧のt:管を完全には除き得ない したがって ツースL/ノトの場合と同様に,

Fl′dとu ヽ.8T/dつとLJ Vとの関操はEI安として見るべきである



2.33 岩石強度の推定方法の適用性

前述のように.1J先輩托状態の異/こるインサー トビノトとツースt:yトの実教結果がほ

ほT.11鉄の併向を示すことが明らかり 亡ったたdJ.ツ-スビ･/トの柏倉と同様にインサー ト

ビツI.-ついて.叫 立tfット径当たり･ピソト1阿転当たりの振別方向の有効エネルギー

i u .ヽdと.恥位ビット断面餅当†~り･ビットt回転当たりの同C方向U)有効エネル

ギーの2毛(8T,/d=):との関係を求めた 図 2-23(a)に I､絹砂智(I)と新小松菅山岩の場

合を.また.図 2-23(b)に三城 目安山岩と沢人位尚省くA)の喝合を示i l4より.両者の

関係は刃先搾托状態の彩管が′卜さい 岩石強度を強く反映 した情報であることがわかる

Lf･がって.前2g)のツースピットで得られたLS石強度q)JFI主方法がイ/サ- トビットにも

適用できることか明らかである｡

前節の格介と同様に.(220)式に従ってLLJtJ石の掘削強腔LJ､,Ay火め.LJ'lJlu)-軸EE鯨強

度SJ の関係を粥べた (図 2-24) 参考rして.国にはTけ TIB5LJyトの1:･待砂替(li)

のデータと.血径の兄なる新品ビットの沢入花樹La(H)のしのt,芹亡殺した 関より イン

サー トビットの0,はS.とよい相関関係を77rJことがわかる.なお.沢人IE尚岩(B)にお

いてJ27zuとIA4288u ビットのD,ほ10Lb川 ビットのそれに比べてそれぞれ約21ヽとこ161

トさい この相違は基本的には上記H,の相連に上るもので.(220)人からわかるように

D.IJ;0.3のJRを含むために生 じている このよう(∴ 同型のビットでもビット径が変わ

ると.二の足度のDJl)相違があることは念頭におく必要がある.

23,4 刃先廉廉の推定方法の適用性

ツースピットの場合と同様に,インサー トビットついてD.と岩石の才人強度 J との関

係と,D,とBi)転方向の有効エネルギーより火めた比エネ′レギーS.との関係をPIべた 個

2-25La),(b)) 国中の直鍬 i.来待砂岩 (A),三城目安I蛸 新小松安山岩おj:び沢入花
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Jl岩u)7)ヂ ケキビットごとに近似 して火めたi_･のである 屯的砂呈HFI)や沢入花由岩(a)

のデータrt参考としてプロットした +印L7)デー タはTlビットq),旨特称を(B)のもの.i

ト ▲印のデータJiTOビ yトの沢入花PI削 B)のi,のである 両Eglより､D.と I_..Dゴ

と5.のい rLtT)碑院.こおいても･刃先駐托状Bを定Ji的!~推定できることがわかる た

I:し.いず11.の関係.=おいてt.TOとT2ビットの相違が小さく. 去た.刃先P.i托状態によ

7J/.の変化tl)か )･5.の場合に比べて大きい なLJ･7]先tJ'･新品Q)L27JP とlI2-88- tf

pJトJ)チ タが.TOビットの直線からJtれている Il可称J)ノ ースピソトの場合には.ど

ット径が変7)つて手,このような現象は生 しなかった.このよう.I.所定o)ビット径で得ら

ttT.･デ-クが血径の苑なる同型のビット｢単純に適用できない場合があるので.ビット径

が変わった附 土あらかじめビットの掘削特他を確王邑すること･が庖響であると考える

糾LTピソト断面梢当たり LJソト1回軒 ■ifLりの しきいl イ′レギーR7..'d2にけシー

ルd)侭振付尖が含去れていることが明E)かと/iLっT-r一め.叫lたL･'ノト径当1-りJ)しきい荷

韮I･,一dについてのみ/).トの関係を求めた く図 2-26)､ Iのr3lr?比 ./-ルにおける咋

撫桝矢のt三書q)あるTlビットの2-時砂岩(Jl) (I!)のデータの代わりrTll15ヒットのデー

y々 用いるとともに,沢入花尚岩(a)のデータは除いf･ L2gからglらかなよう｢､いずれ

のErノトi,D.か増加するにつれてF,,dが増加q)傾向を,Tli ま1-,/)が約 100Wa以

上r-JiLるとT21こ'TJt'ソトq)rr dがTOビットのそれr比,<て大きい供向を,T{す

以上の結井上から.シールの輝線損失を含む tLJ,/d2のJG合を除き,ソースビyトの堤

合卜同様に0,と/.D とS,およびD,とrJdとの関係を把握することにより.イン

サ-トビットの刀先鮮托状態を推定できることが明らかとなった

235 柄便な刃先摩耗 の推定方位

切225より,a.と′..D,とS.との開陳における直線の傾きは･TOと T2ビ ットで

はほとんど基がILいt,のの 刃先軽托が進展すると増加することがわかる,前節のツース
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ビy トでも.刃先帝托の追風 ~つitて 2つLT)関掛 ニおける直線の併きが増大した｡つまり,

二g)血牛の他きftLRも強度の影事の′トさい,7)先だ托状せly強く反映した的報であると見

ろこLL･かでき.'-71で指摘 した刃先だ.･托状態0)み;:拡IF一十る情報Bが見出され た 本項で

汁.このil綿q)横さを妻iよう1滴 便/亡情報を検討する

E4_2.5(.I)V)在韓の傾きをbい 在籍と扶Nとの欠点のJ).をC.とおくと.血鰍 1

/-b.(D.-I.)

で老されろ 同様｢,図 2-25(b)の直線の傾きを b.,直線と撲～ との交缶のD.をC一とお

くJ･.Lh_線は次式で表される｡

S,=b,(D,-cZ)

-二で.図2'25よりわかるように.C..C2は比較的小さいの <･rJ.)肴を無規し.(2-27).

(2-2tl)式中の0,に(212J)式を代入 して整理-1ると. blとl)Zrtそれそれ次式のように表

されるJ

b･-(f〕三
b=i
- S.

さら:I,(2-29).(230)式中の J" S,-=それぞれ(222),(2-2:～)式f/代入して亜埋する

と.内式はそれぞれ次式のように表される,

b.=生=型
aF 8T.

(2-26は 上り.(I..ぐZを.無税したときの b.とb土は.それぞれ ビットT･YA-･トルクの頂

)次作jf俄 の瞬きの逆故の2雫 り 3 ,Fと,その一重救 l/a ,,に等しいことがわかる

以上の検討か(, 例えは 8 ,/aハ l/a,,.F.d/8T.は刃先脚 色状態U)推定r-有効

1521



!=什報であるとの見通 しを得た ここで.71/rdが禁次元 トルJ/と呼ばれているたが 10.

Bl,a,I a "･糾 .I: dをt次元有効 トル'/-/,.H <1.~け亡かち.

･.-生 - a, -語J̀r

国227胤 .二.7]先任托qJ進展に伴う刃先高さの減少'Gl含'nIとT,.との関係を示す

Ttllt刃先が新品のときが 0/8で.完全に草托したrきが RRである 固より明らかIf上

ラ.こ. T,.は刃先摩托状態卜かかわらでL.31石強lt'Ll)影響の′トさい伯▲軸である 壬t-.東

で守砂宙U)J:)な軟tfでは TOと T2の刃先伴托状態をrx一別1ることはできないものの.

T.ィは刀先度托状態の推定に有効な捕報である インサー トビットU)将合と同様に.前

節のツースL,ノトについてt''/[1′とT,d_L･の関係を求め1-(tB2-27(b)) 凶から TOビ

ットの大谷槌吹岩 と来待砂岩の租合を除き.ツースピッ トにおいても71.はJ]先頃托状

態の推定に有効/f情報であることが明L')かである インサー トIJ上びツースピ ットいつい

てTFl'とT.d乙との関係を調べた結果,刃A:確托U)進展いけうT.dV)減少割合が T.dごの

それより多少小さいものの,こU)関係は上.記T.dtl)棚倉とはばrri1-の悌向を示すことが

わかっf･

以tの検討から,刃先在托の進展が比較的小さいピソトで大谷凝灰ut,tや来待砂岩のよう

fE枚岩を掘削している塔合を除き T,.あるいは '/...を把捉1ることにより.刃先粧托

状態を在生的に推定できることが明らかである T,dあるいは TJ はF/dと 8T/d'

との税珠より等易に求めることができるので.この推定方疫は肺便なものといえる 当然

のこ⊥ながら. T.一あるいけ T.dLに加え.前項に示した刃先塚托状態の推定方法を用い

ることにより,いっそう正蝕な刃先監柾の推定が可碇にIJ:ると考えられる

2･3･6 本称の総括

輪転のソースビyトで得られた岩石強度と刃先剛 毛状態の推定方法がインサー トビット
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.二モノiB用できるかYうかを経好するため.刃先Li3托状態の熊/{るインサ- トビットによる

ゼ刷実集81行った.また･ペ7リング塔托状態 トt{ソト後が岩石の触別特性に及ぼす影管

を持Hi~るための掘削文教も行った 芙敦から得らLtた111億 ■仁を以下に示i.

ll 111位 ビッ ト径当たり･ビ y ト1回k 当た りの娠別方向の有効エ ネ/レギー

F u ヽdと.判立ビット断面甜当たり･ビットlLE,q転当たりの回転方向の有効エネル

ギー` 2東(Ll-r,/dr)'との関係は.刀先客托状態の彬Vが小さい.岩石強皮を強く反映

した情報である

(2) 上£硯併 しり火去る.Li;-石強度を竜一I指標.1Ij:わ1)岩石の糎 付傾 度/)と岩石の

拝入強度 /, D.ト回転方向の有効エネルギー 上り求めた比エネルギーS..D と単位ビ

y ト径当たりV)しきい荷ikr,/dとの関係を把鮎することは.刃先嘩托状態の推''itに有

^である

(3) 禁次元イ1効 トル'/Trdあるいはγ,.Zを把捉すること｢⊥r),I)先摩耗状態を簡

tf｢推定でき73

(日 /･/dおよび 8'r′d､が一定のときの u/ .ヽ'ほ.同型のビyトでtJ庇径が変7つると

多少iIなる こIl,Et刃先配列や刃先牧などのピントデザインに関して完全な相似則が成 り

打っていItいたd)L･考えられる,したがって.ソースLJyトの場合 卜同様に,J･dおよ

'JF'1/d'は目安として見るべきである

(51 D5経度壬でのヘアリングを柾は Lla石の抽削特性にほとんど影Vを与えない

(日,(2)の結果より.ツ-スピットで得られた岩石強度と刃先JII.托状態の推定方法は.

インサー トビ ノトにも連用できることが確認された.

2･4 結 言

本書で4-I.ローラコ-ンビットにより坑井を触削しているときに得られる据漣奉U.ど

'Jト荷玉rおよび トルクTから,坑底における岩石敷皮や ビットの刃先厚托状態fyリアル
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ダイムで推追1る方iL=の開発を日的｢.先で刃先だ托状態の熊/亡ろツースピソトドよる掘

湘文筆を牧符節 /jLLII;こ~対して行った rR･集結繁のAWrに当1-つては.けじめに従Tf:･の柿

で岳tをJIlべ.実集結確の整理方法などを持対したlその括1三. U,F.T,ビット回転

顕 iヽjよ~rヒ ト径dから構成さTLる旋削ハラメーJ/.llj:1)IJt:ットILpl転当たりの旋

削長 u .ヽ恥IL'Ftfy ト径当たりのビット有塩 r/d.¢†･It{ット断面積当f-り･ビット1

回転tAaたりU)回転方向のエネルギー8T/dJが.岩石の掘削特性を&十一般的なR現であ

るこLL･がわかった そこで,これらの′､ラメータを剛 ､て2･敦結■杜を解析し.岩石強度を

衣すけ報を検J寸し7-ところ.掘削方向とtpI転方向のエネルギーi-関する情報が.刃先摩耗

状態の影Vの小さい.岩石強度を裁く反映 したbQ)であることか見出された さらに.こ

の岩6強IAA舟か｢憎臥 すなわち岩石の掘削強腰r).に基づいて刃先偲托状態を推'･fする

jJJ睦を検討した軒果.D とJ.,a,とS..I).と〆,/a./),と87 dごとの関係か

ら刃先解托状態を推在できることがわかった,ここで. / liLJ:･石の艮入強度.i.は回

転方向の有効エネルギーより求めた比エネ′レギー. F, dけFri位 ビット手玉4'は-りのしき

いF''T玉.8r亡IdEけ脚 立ビット断面紙当f-り･ビyトl同転当た りの しきいエネルギー

である

次いで.ツースビノトとともに坑井の娩別に書及 しているインサー トビ yトにも上記

Llbt石塊啓と刃先だ托状態の推定方法が着用できるかど:)かを縫詔するため.刃先摩托状態

の弗なるインサー トビyトドよる掘削実戦を行った インサ- トビットの実軟結果代上記

y-スLfットq)文鼓結果と同技な供向を示すことがわかったため.インサー トビットで待

らll.十結果をツースピットの場合と同様な方法で整理 した.その結果.ツースピットで得

られた蛍石親攻とJJ先だ托状態の推定方法は.インサー トビットrも着用できることが祉

捲きTLIL さらに L妃h綾と畏なる}]先犀托状態or)推定方症を検討 したところ.ツ-ス.

インサー トビットのい ずれの場合でも無次元 IT効 トルクT.a(= 3,′t･T- DFT 8T./

F.d)を把握-Jることにより,より飾附 二刀先程托状態を推定できることがわかった二

イ/小一トビットによる実験では 岩石U)胞別枠牲;-及ぼ rペアリンJ/怒托状態の彬℡ i'
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粍!fLた この換il･rーよりIB5程度 主でU)くアリン'/だ托は岩石U)掘削特性｢ほとんど

一事を与えないことが判明した

上記什究では.岩石の堀別件椎に及ほ1LJッ トtg]転牧や ビ ノト径Q)影芋もZIlべた 本

書.-/J､Lt･理Zi的′亡検討から明らかな たう.I u ＼P./;/a.出'/ソdlは > ttPTtu.F.

7-I) 鍛形でわr).本案頼結果からi'そのjl用性か縫認された ただし,完全に理題通り

の東浜冶現は符丁.れなかった これは.ビノト回位散か印加-1ると切屑のリカ ッティング

が1-.I:る払11>が布くなることや,ビットが同現で ip政経が兄ILるとデザインIJi異なるILと

の理由(一よると考えられる したがって.所定のビットTilも三枚 L･LJット往から等()れた

F/dとuJ-i.8T/d=とIJ Vとの関係は.他のLJノト回転款や LJット後でIt目安として

Rるべきである

串柿兜では.省内における益確的/i:実敦に Lり.従 に推定が順定であった=一石強度とど

I/トq)刃先1'jE托状態fr推定する方法を提案したー 圭f-.従束丁乍的/畑 Jffl価値が明確でな

かった無次元 トル'/(T Fd)に類似つる捕軋 すなわち無次元有効 トルク '/,dが刃先

岸托状態の推在に有効な情報であることを実換結果l-堪づいて指摘した 現場での練敦的

なLのであるが,無次元 トルクとほぼ同じ放念の/ミラメータ,/I/I:が刃先の摩耗につれて

減少するため. T rのログの射 ヒ状況から.刃先増柁状態を'定性的｢推定できるJ8合の

あろことが報告されている 本研究｢より 尖験的にこの蛙鞍を補強することができ.

また }J先咋托状態の推定への適用という.窯次冗 トルクの工学的flJ用の可能椎を示すこ

とができf一二今権.本研究で明らか.=した岩も強IE♪1)先喋耗状態の推定方法が実際の現

甘l二通F71できるかどうかを縫琵する必要があるが,少/亡くとも本研究結果の -軌 i現場で

の提鞍と才瓜 LIfいことから 現軌 こ適用できる可徒性は十分あると考えられる また,

今後の鵬 として.上記方鋲によって岩石幾度や刃先佐托状態か推定できるメカニズムを

解明十ることが,担げられる さらに,例えば,掘進も ビット僻箇および トルクの 1組の

TJ-ク か ･-,T精 強度と刀先任托状態を把握できろ簡便な推定方法の仰発享J必嬰である
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冶21 各ビ･Jトのゲージ長Lおよび■JCdW

ho.IRo≠ 0ヽ.2Roヽ hl0JRo≠

LtmIlll 10.0 6.0 1.5
W(mmJ 13 1.5 1.5

L(m m ) 6.0 11.0
a(n n ) ).5 ).5

しくmm) 6.0 7.5
W(mrT)) 1.5 L.5

i.(rrlm) 1I.0 6.5 7.0
W(mm) 3,0 1.U 3.5

･- 2 L(.mmmm') ≡:: t;:≡

し(mm) 6.5 捗.～
W(mm) 3.0 3,5

L(mm) 10.0 7.5
W(mm) 6.0 6.5

L(mm) 7.0
W(mrn) 6.0

L(mnl) 7.5
W(mm) 6.5

兼2-2 由二径 142.肋 ■ビットのゲージ長 L.およびJE推せW
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表2-3 供筑岩石の牧汝的性質

Rl)ek S.(Mph) St(JVlPiI) E､(CPa)

OoyaTUFT I4･0 1･54 4･25 0･246

KlmaChISarLdslone 4-I.9 4.21 7.07 O.256

SHnJOIllCAndcsltC(A) 118 9･06 L6･6 0･2O8

SunJOmLL̂ nJesite(a) Itヱ 9.49 16･l Ol213

SlllnkomatsuAndcSitt･ 1I3 7,67 21.6 0.282

S.:U…JiJIIComllrtSSIYeSlrenglh,S..Tens.lL-Srr.mglh.

E､IYouTlg'sA1odulus,～:Poisson.sRat10



衣2-4 ビット回転数が50rpqのときのaF,FJa, Drおよび 8T./dZ

EnWeL皇h( Torque

Roek a. Fノd i'T 8TJdZ

(xlÒm三/kN) (k̂1/m) (xlO~̀m:/kN) (kh1/m)

TO 29.S I1 48.2 0
Ooyu T4 27･9 30 45.3 0

T7 3J.6 133 54.8 35.9

TO t7.5 22 296 1.2

Kimilt･hr T4 )8.0 77 28.8 6.4

T7 16.1 159 32.3 37.7

TO 9.0 m 12.1 15.9

SilTIJUme(A) T4 5･8 108 9.0 8,5

T7 3.5 102 6.8 39

TO 7.6 124 9.6 20.9

Shinkomalsu TJ 5.4 153 8.3 238

T7 2.9 108 5.5 5.8

衣2-5 ビット回転数が 】00rpDのときの 0 ,,FJa.aTおよび 8TJdZ

RMk ごitWeigh.F,. J oq此 nlJd

(xlO■mZ/kN) (MWm) (110.mZ/kN) (kN/m)

TO ]61 28 25.5 L.7

KlmaChl T4 15.6 78 23.7 6.5

T7 )2.9 156 26,5 39.1

Tt1 8.0 89 LO.4 7.2

Sanjomc(A) T4 5.1 LO2 7.2 0
T7 2_7 72 5.5 0
TO 6.9 ]05 8.5 18.6

Shirlkomulsu T4 4.6 ]24 66 2J.9

T7 2.8 121 5.7 23.8



衰 2-6 直径の異なるインサー トビットの刃先故

Bi-Din. N;no.nbeer No･IRow Nu･2Ro- No･3Ro" T,cT;.7.'

1 )4 9 1 24

2 13 1I 3 27

3 9 9 6 24

t 】6 9 1 26

2 13 11 3 27

3 9 9 6 24

1 16 9 ) 26

2 14 12 3 29

3 9 9 6 24



表 2-7 供筑岩石の横様的性質 (インサー トビット)

Rock S.PTPa) S.(MPi) F...(CPa)

KimaehLSandstone(A) 444 364 7.60 0.283

KlmnChiSandst｡ncrB) 51.4 4.52 9.76 0.262

SanjomcAndcsitc 川3 8,17 15.6 O.228

Shinkom比tSuAndeslte l82 8.91 2l.9 0.284

SorIGrarlite(A) 17) N.53 52.2 0.302

SorlGranIIc(J3) 188 10.O 55.a O.310

S.Un.".alComJlrVSS.VeS-ren邑fh.SITens.leSlryr'glhl

E,･Youllg'sMoJLllus.v Po･ssonlsRinio



衣2-8 インサー トビットの ar.F,/a,a,･および8'r,/dZの依

ToTqueEnWeight

aF FJd ar STJdZ

(xloJBn:rkN) (kN/m) (XLOJ,TlZn(～) (kN/m)

TO y.4 7 14.6 26

Rock

KinlilCIH(A) T2 9.0 0 14.2 0
T4 8.2 154 】5.1 98

TO 7.7 R4 10.6

SanJOmC T2 7.3 lO8 1日

T4 4.0 72 7.5

TO 4.3 116 LH

Shinkomillsu T2 4.4 187 6.4

T4 2.4 215 4.3

TO 4.4 161 6.1

Sorl(A) 'r2 4,2 237 6J

T4 2.5 237 4.6
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図2-6(tL) TOビットを用いて来待砂岩を50rpqで掘削したときのビット荷電とトルクの
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図2-6(b) TOビットを用いて三城目安山岩 (A)を50rp で瀬nJJしたと

きのビット荷重とトルクの原波形 (NL)変換速度 2kll王,

平均荷重 33.1kLI.平均 トルク 0.235kNl)
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第3章 硬岩用 PDCビットの開発

3.1 緒 言

岩生鰍刊ビyト用の前表材である多結晶作のダイヤモン ド 11亡わら Pl'lYCrySLalllne

DlaDOndCoJ叩tleLH'J.)C 刃先111976年に●･'回において'E･用化さ1した u 図 3-1に示すよ

う､こ.この刃先は多結晶ダイヤモン ドFiと超硬合金鳩 L･かE)恥衣されており.yイヤモン

ド.Aiは約 7OOCの耐蝕 uJ章を有している 一般的｢用いられている刃先の形状は.直径が

133EERl.ITさが約 35【皿.ダイヤモン ド桶V)荘さか約 O5mJ]のt,のでのろ -の刃先は王

として人造yイヤモン ド粉末 (粒径 ･10FJ¶オーJ/) LJ/ンyステンカー′くイト ･コパル

＼粉)こTy材11とし.それらをIf力 5-6(.P(1.7RIi l:IOU-1500(.穏便の超高TT･高温下で

蝿桔熊近し1-t'のである Z pL)C}J先を取り付けたL･ryト (Pr)Cビット)紘.刃先

の政経か従,4､0)ダイヤモ/ドビットに用いられているLii結dL',yイヤモンドのそれ (約 3bJn

以日 .I.比べて非常(~大きいため,ビットlkt)転当たりの岩石Ll)掘削仲村が大きく,低速

回kで大きな塊進,串を得ることができるんいう糾点を持っている また.多結晶tf進のダ

イヤモンド抱+の自Jt作用 (sPlr-shalt)enl■一g)によI).lji結晶ダイヤモンドに比べて摩

耗による掘進やの低下が′トさいなどの利点がある.

以上のよう/沖 J点を有1るPDCビyトは.先ず,下油井のよ･)IL赦-中耳岩の掘削に

古人された､その結果.砂岩や頁岩のようIE鉄賃な岩石を抽削する斗%.このビットの掘

連中と耐久性はr7-ラコーンビyトのそれら!-比べて2仲以 Lに逮するとともに.娠削コ

ストに関してt,付利であることが実証された (' こU)ように. Pl)Cビyトは比較的軟

膏tElbh石の触掛目-Jおいて優れた性能が得られるため.1980年代の初めより石村I井の梶削

･こ急速:=甘及した ;J 今口の石油井胞削lこおいて.このビットはローラコーンビyトとと

ち.こ不可欠なI,d)とILっている_しかし.PDCビットを用いて硬膏な岩石を姫rlIけ ると
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刃先が大きく欠肋~Iるため,こLF)ビyトのji用転用は中硬JLn圭ででi･fu･flの掘削には適用で

～/Eいシ々えらTLてきているt'

PI)(ビットはローラコーンピソトのよ;):-可動部がJ亡く構造が単純で.i7黙温度も高

い Vイヤモ/ドビyLもil熱温度は高いが.地熱井/HJJの旋削,こ用いられている大型q)

某正でZに のビットi一着正なB)転敦を与えるU)かEEillfため地肌 と平が熱 ､このように.

徒T<tPローラコーンL/ ットが適用できない.且度が約 ,糊 ぐ以上;一連1る高温地層を絶削

する1具として11.現状のi'のの中ではPL)Cビットが見!,適 していると考えられる 一

位に,坑井花唾が増大~1ると.地層温度が高くttるとと･Uに地層1J･棟質化する したがっ

て PDL.ピントをこq)ような池月削T適用ナる｢札 硬岩触 剛における態平とilĴ性を向

lさせ/亡けれけなr)ない

本研究は上記背旗を基｢,PDCL･'ットの適用範朗を拡大し 地熱井などu)抑且 硬岩

振付Jl'適用71きるPPCビyトの開発を目的に開始されT- PT)(～ビットの性能IL 刃先

相賀,デザイン (刃先配札 刃先散,レーキ角/ILl).細別刺牛 (赫怒.回転敬.岩性な

ど日 'よって大きな影菅を受ける 硬岩を対敦としたPl)Cビットr関する研究がきわめ

て少ないため.この研究では.先ず 篭内において岩石の底親切削文教.向転掘削掘削実

験およびi寸Ĵy:駿を行い.J'DCビットの性能に及ぼす刃先の材質.桝嵐 レーキ角.刀

先放IEとU)形啓を検討しf- 9 ･.. これらの室内芙執結果から PDCビットが花綿岩のよ

うな併有で研hr性の著しい岩石にbji用できる見通 しが箭iられたため,次にPl)Cビット

iこよる現場旋削実崇に着手 した 坑井の掘削コス トはきわめて大きいゆえに.これに用い

る確仇t高い指頼性が求められる そこで.花田岩採石iBで小雌摸な現J8掘削実鼓を行い.

フィール ドtIおけるPDCビットの硬岩姫剛-の適用椎か基礎的に検討した a t4' この

実5打 おいてr･DCビットは硬岩の掘削に恥 ､らTl.ていろ従来のダイヤモンドビット以上

の性能を示すととJT,ド.矢原の地熱井における芙敦の撫会fr悶たたO.'X規模ビットによ

る現場実戦を行った 172D〉

本市では.先γ.pDCLJソトの性能に及ぼすレーキ角.刃先構造および刃先散を検討
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した室内実験結果について述べる 次いで.この実験結果に基づいて設計 .製作したPr)

Cビットによる陀尚岩採石場お Lび実際の地熱作で実施 した掘削21敦結果を述べる 最後

に･硬岩を対毅とした PDCピソトq)研兎がほとんどないため.これらの実敦結果にiE-づ

く便官用1'DCビットの設計指針の武弔 -rlせ 提案する

32 室内実験による設計データの収集

32.1 美浜用機材 お よび実験方 法

(1) PDC刃先

現在,pJ)C刃先としては州 ･.の私有,が入手可能である 当然のことながら.硬岩用の

PT)Cピットの開発では･硬岩を蛎刺したときにダイヤモン ド屑の欠損が小さい.強度に

摩れたJ)先が不可欠である そこで.3杜の別品 (直径 】33【Ⅷ)を用いて実験用ビyト

を製作し,安山岩新や花尚岩に対して直線切削実検を行った結果.花樹岩のような硬岩を

切削したとき 製品に上って刃先強度が異なることがわかった 9)nこのため.本草におけ

る実鼓では.上記文集において刃先強度の点で鹿も維ilJ一性能を示 した別品 似 下.市販

刃先という)と.刃先材質がこの魁晶と同等で構造の異なる新型刃先 22)を用いることに

した 国 3-2に,新型刃先の構造を示す この刃先托.厚さが 0ー2-03.,P.の超硬合金層

でダイヤモンド層の大部分を被襟することによって,ダイヤモン ド層の欠損を防止すると

いう狙いから考案された卓､のである この刃先先端部の直径は 133m であるため.以 F

ではこの寸法を直径 I33rmnと表す

(2) 実鼓用 ビッ ト

a) 直線 切削実験 図 3-3に.tB:径が 133mmの単一の市販刃先を取り付けた直線卯 川

交換用のビットを示す L-ットのレーキ/ll(すくい角)は,-】0 -]5 ,-20 . 25 .
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-3O'jjLぴ )0 とした なお･レーキ角が 10 . LS', 20 才jよぴ 25 のビyトの

グ')アランス角 (逮げ別 はそれぞれレーキ角の絶対也と同じてあるが.レーキ杓が 30

とIO のビットのク1Jアランス角は 】0 .こ設定し.已.こL.紘.7r塘集魚においてレーキ

角 3O ･クリ′ランス角 !0 のビットと.レーキ角10 .ク･)-/ラ/ス角 JO'U)ビッ

トは計石7)切削を附 E;11るのとほとんど同時に71先に欠損がq=.じf･ためである この刃先

の欠軌t･レーキ角が約-･与0 以下 L'の均分においてクノアランス角をレーキ角の絶対世

とほは何 二位に成定すると.水平方向の力;=対し.超群合食JIで支持されていILいダイヤ

モンド層先端称の仏梓が増加する結果,水平方向の九 -対す7J刃先先姓都の強度が低下す

ることに上って生 rる't'のと考えられる したがって,yイヤてンド層先端称を背面から

支えるRZ横今金棚t7)体f#を接らきないため｢.レーキ角が-3() t･110 のビットはクリア

ランスPlを 10 F･した

b) 回転掘削基幹 市販および新型刃先を用いて到作した仲転IF.t)IJ実験用コアビノトを

図3-4に7T;う ど yトの外径および内径はそれぞれ 98.Jjと660tlynで.外径鰍 -6軌

内径触こ61札 合計 】2個の刃先 (底径 】331m)/yろう付けによりビット本体に取り付け

た 図にIl;i 上うに.レーキ伽 -は.ビyト逓行方T1.JとLロ恨 方向に叶する刃先の傾きを衣

す,(ノ'/レーキ杓とサイ ドレーキ角とがある 市触お 上び新型刃先ビットとb'くyクレー

キ角とサイ ドレーキ角は同 一であり,その軌 -i-10 . 15 , 20 とした.2つのレ-

キ角か等しく設在したのIi.バ ックレーキ角とサイ ドレーキ角キ 20- 10 の範囲で変化

させf-(H]転据FPJ箕坂において.バックレーキ角が坂進串｢及JfI一影事と サイ ドレーキ角

が掘進平;I_及ぼ1影Vがほぼ同Lであったことによる 10■衣 311::.図 3)と同様の形

状のコアビット (外径 660Ju.内径 330".刃先敢6位)fy用いて ■圧縮強度 85肝a

q)三城円安山Laを回転鞍50.80,110rFJで掘削したときの掘連率を示す 衣中の数掛 *,

英鼓データ,>耕関 してL-ット荷か ;59k＼のときの値を求めたものである 米より.例え

LJL,-キhの大小rlその捨11Aを用いてよ現-(ら



ば/くックレーキ角120 ,サイ ドレーキ角 10 のビットの掘進率は.パックレ キJIl10

サイドレーキ角 20 のビットのそれとほほ同Lであることがわかる また,/<yクレー

キVJ120 サイ ドレーキ角 20 のLJノトの梶迷率が他のヒットに比べて大きいことが明

らかである このように 2つのレーキ角を 20 以 Fに設定すること1-よりL/ノト代任

はさらr向 上すると推蕪されたため.本文鼓ではレーキ角を上記のように設定した

C) ir久鮮魚 上記コアビットを用いた掘削其検により･レーキ角が 15･以下のL-ッ

トが漁連率や刃先強度に座れ,また.新型刃先托市販刃先に比′くて俸れた性能を有十るこ

とが明らかとなった このf-め.新型刃先を用いて刀先汝が 12個で.′くy//レーキ角お

よびサイ ドレーキ角が表 3-2の ＼oト 3に示すコアヒットを新規に製作し.耐久性に及ぼ

すレーキ角の影響/i_r･穣討した.

さらに･刃先数と耐久性との関係を検討1るため,衣 32の ＼olに示-lL/-キ角を有

-1るプ)先軸 ;R値の新型刃先コアビット (内径側4胤 外径仙 】個)を製作した このビ

yトの耐久性は,衣 32の 1102ピットLl)耐久性と比較 して評価 した 耐久試験用コアビ

ットの形状はI-部レーキ角や刃先掛 ま兇なるが 舶削実験用のものとr司-である

(3) 美点装樫および実戦方法

a) 乱投切削実挨 切削実験装鑑札 卵 価 さが所定の値になるように固定したビット

に対して.油IfラムにJ:り岩石を移動させて切削を行 う方式のものである (図 3-5) 本

実験における切削深さの設定は.あらかじめ平滑用ビットにより岩石表面を平坦に仕上げ

た後,刃先が岩石T{面に接 した変位を遁世にしてfTった. ビットに作用する力け 水晶If

花森子を用いたスイス KISTLER社炎 9067A-1型をセンサとナる三分力卯 川動力計により

測定した 実験の掛 ま.三分JJおよび切削速度を求めるための変位をデ-タレコーダに記

録した(データの解析は,サンプリング速度を 10krlzに設定した /̂T)コン/く一夕によりデ

ータレコ-}/の再生(貫号をデジタル化し.コンヒュ一夕に取 り込/L,で行った 本筋に示す
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壬分力および背分力b'rtデジタル信号を平均して求めたものであら

実験では･g]削速度.切削搾さをそれぞれ 5m/Enn05mm一定とし.レーキ角の毘なる

ビットを用いて秋吉大理石 三城El安山La 新小松安山岩および沢入花隣岩を切削Lf一

襲3-31+･これら岩石の擬横的性質を示す 衣中.上段の数値は切削実崇に用いた岩石の

ba.であり･下段の括弧内の敏値は以下に述/くる矧別実験および耐久試敦に用いた岩石の旭

である

b) 回転掘削実験 蛎削実敦は･前節の匝】2-5に示した装置を用いて葵施 した(データ

の計測および解析方法は1221の(2)に述べた方法と同一とした ただし,本尖敦では /̂L)

コンバータのサン7リング速度を 100EIzr.JR定 した.

レーキ角の児なる市販および新型J]先コアLJットによる掘削芙勤 ま.三城日安山岩,節

小松安山岩および沢入lE嫡Liに対して実施 した 文駿では各ピソトl他により上記3種類

の岩石を掘削 したが,データに及ぼTHJ先郎 帥)影響を小さくするため.強度あるいけ研

磨性の小さい岩引 札 すなわち二城目安山岩,新小松安山岩,沢入花頼岩の順に行った

芙勤 まビット回転数を一定とし.ビット伯屯を約 トー】5k人の範囲で変化させて行った ま

た.ピソト回転敬は.それぞれの岩石について 50,80,日Orp.nの 3段階に変化させた

蜘 蟻 掛ま清水で凍丑は009D'h"n一定とした.

C) 耐久繋挨 レーキ角および刃先数の共なる新型刀先コアビットの耐久性は,沢入IE

績岩を約 はm掘削することにより評価した 試験ではビット回転数を50l･Pn一在とし.梶

進率が約 5cm/1.in一定になるようにビット荷虚を調鼓した 准別流体条件は掘削英敦の場

合と同一である

款軌 こ用いた装置は脱削実験の場合と同-である 許敦の際は.装置の指示計に衷示さ

れるビットtp+T凪 トルク.変位などを.原則として2分ごとに円配により読みとってデー

タとした.

b)モク)J]1'よび背分力は.それぞれビットにLl用する,*平))1L)と垂直方向のノ)
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3.22 異教結果お よび考蕪

(1) 直簾切削実験

図 3-6(a).(b)ET･それぞれ レーキjTJと圭分力J･､̂･レ-キ角と背分力r.との関係を

示す 主分力と背分力は･旨鰍 こかかわらず レーキ角が小さ(なるにつれて汝少の恢向

を示す 沢入花陶岩の場合は･一l5 のレーキ角が 10 のレーキ角より若干,主分力お

よび背分J)がノトさいものの･創 lL的にはレーキ角が-10 で2つの分力がほぼ最小とな

っている なお.クリアランス角を 10 としたレーキ角が-:与0 と 10 のピントは,レ

-キ角が 25 以下のビットと比較 して主分ノJおよび背分力が大きい これI-t.レーキ

角-】O ･//リヤラ/ス角 10 のヒットのJ:分力fJLよび背分力が小さいことを勘案すれ

ば･クリアランス角を小さくした影響ではなく,レーキ角が大きくなったことに埋囚す

るものとみなし得る,

以上のよう｢所定の切削托さを得るU)に要する背分力は 小さいレーキ杓の方が小さ

い これは背分力を同-とすれば. レーキ角が小さいビットほど切削托さが大きくなる

ことを,示している 背分力ITt実際のビットでは荷私 こ紬当すると考えられるので.実験

も地内の/くックレ-キ角を有するビyトで岩石を掘削する場合 ピット荷並が一定のと

きの掘遵奉け′くックレーキ角が小さくなるほど大きくなると推定される

レ~キ角が-25 の ビットは秋吉大理Jtlを除いて.I-/イヤモン ド届に欠損が生 じたた

め.データを得ることができなかった しかし.クリアランス角を 10 としたレーキ角

が 30 と-JO のビットは,ダイヤモン ド層に欠即 ;認められず良好な刃先状億を示 し

た(前述のように,予備実軌 こおいてレーキ角130 ,I/リアランス角 30-と.レーキ

角10 .クリアランス角 10 のピント化ダイヤモン ド層に欠航が生 じた これらのこ

とから.レーキ角が 25-'以上の ビットは半分)]および=,.Y分力が大きくなるばかりでtlt

く,クリアランス角を小さくす算定 しなけれげ刃先強度も低下することがわかる
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(2) 回転槻削実験

ビyト回転数を変化させた市販および新型刃先コアビットによる掘削実験では いず

れの回転数においてt,娩連字に及ぼす レーキ角の影Vはほぼ同様な傾向を示した そこ

で･ビ y ト回転数が 50rFrnの場合を例にとり 奴tl･J実数結R-を示す

周 3-7(a).(b).(C)は･それぞれ市販7]先コアビットによる三城目安山岩.薪小松安

山紬 J:び沢入花梅岩の実敦結果である ,Eた･図 3-8(a)･(b). (C)に.それぞれ新型

刃先コアビットにより上記岩石類を掘削 したときU)実験結果を示う 図 37.固 3-8中

の (0･ )5.-20は･それぞれバッ//レーキ角およびサイ ドレーキ如 ;-10 ,115-.

20 のビットを点す 市販JJ先コアビ ットの場合 (図 3-7)､レーキ角と栴進率との関

係に規則性は認められないが, L/ッ ト併有が一定のときの解避率は, レーキ角 川 の

ビットが L5 や-20 のビットに比べて大きい傾向を示す 新型刃先コアビットの場合

(Lgl3-8) 安山岩類ではレ-キ斤卜10 と 15 のビットが 20 のビッ トに比べて掘進

率が大きく,花由岩では-】5 のビットの胞進率がJをt,大きい

前述のように 直鎖切削実験結果からは,同一 L/yト荷電下では′くックレーキ杓が小

さくなるほど坂越率が大きくなることが推洲された しかし.掘削実鼓においではレー

キ角と掘進率との明瞭な関係は得られなかっf- これは.梅進率が レーキ角のみによっ

て左右されるのではなくこの他に･PDC刃先の状嵐 すなわち.ダイヤモン ド層の欠

損あるいは僧耗嶋の大′トや,岩石と接触する部分のダイヤモン ド粒子の摩耗状態など複

数の要臥 こ影響されるためと考えられる 卵 .け イブのビットは.刃先の摩耗嶋が大き

くIEろと所定の切削作さを得るのに輩する切削抵抗が大きくなることが一般に知られて

いる ～3' ダイヤモン ド粒子の自生作用があるPDCビットの場合.掘進率は摩耗幅など

の他に.岩石と直接接触する部分のダイヤモ/ ド粒子U)鋭利さにも影gFされることが推

測される

さらに,凶 37,図 38から明らかなように.市販刃先コアビットと新咽刃先コアビ

yトの娩進率比三城 R安山岩ではほぼ同じである しかし,新小松安山岩や沢入IE縫岩
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では･レーキ角110 や-15 の新型刃先コアビyトの方が同一レーキ角の市販刃先コア

ビットに比べて掘進率が大きく-硬岩の触別において新型刃先は市販刃先に比べて鮮れ

た性能を示す これは･以下に述べるように新型刃先が市販刃先と比較 してダイヤモン

ド層の欠損が小さいことによると考えられる

回 3~9と図 3~10は･それぞれ 3種類の.&石を掘糾した往 (絵娠削長は約 5m)の,fT販

および新型刃A=コアビットの刃先状態を示した 壬,のである 国中の A.ll.Cは.それぞ

れ′(yタレ~キ角およびサイ ドレーキ角が 10E, 15 ,-20 のビットの代表的な一

例である 掘削実験後のすべての刃先を観察した結果,市販刃先はレーキ角が小さくな

るに従ってダイヤモン ド層の欠損が小さくなる.すf亡わち刃先強度が大きくなることが

明らかと/fった 新型刃先の勘合.レーキ角が 1O と-15-のビ yトの刃先にダイヤモ

/ド層の欠楓がほとんど生じなかったため雨音に明瞭な相違は認められなかったが.

t5 の方がダイヤモン ド増の微細な欠船や塚耗がやや多く rF版刃先の場合と同様に

小さいレーキ角の方が刃先強度に関 して摩れている傾向を示した また.図 39.凶 3

10から.新型刃先は市販刃先に比べてダイヤモンド屑の欠損が少なく,新型刃先の方が

強度に体れていることがわかる.

(3) 耐久試救

パックレーキ角およびサイ トレーキ角が-5 , 10 . 15 で.刃先散が E2個の新

型刃先コアビyトに T.る沢入花伺岩に対する耐久試験結果を それぞれ図 3-ll-回3-13

に示す また,図 31)4に,/くッ//レーキ角およびサイ ドレーキ角が 10 ,刃先数が8

向の新型刃先コアビットによる沢入花働岩に対する耐久駅験結果を示す.

図 3)]～図 3-L3より.ほぼ同一の娩進帝で花樹岩を約 12m娩削したときに要するL/

yト荷範とトル//は,レーキ角が-)0 .-15 . 5 のビットの順に大きいことが明ら

かである 矧 こ. 5 のビッ トの荷盃と トルクは ]OLのビットのそれ らに比べてかな

り大きい 大きなビット何重は,刃先と岩石との問の腰板抵抗によって生じる傑擬熱を
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珊大させ､PDC刃先の勲的妨化を促進させる可能性があると同時に,ダイヤモン ド魅

の欠損の原因となることから, 5 0),くyクレーキPlおよびサイ ドレーキ角は花尚岩U)

糎別において適切ではないと監われる

耐久拭教徒に行った各 LJッ トの刃先状態の観察では, レーキ角一15 の ビットが 吉

や110 のビットよりダイヤモン ド層の欠帆や出托が少ない傾向が認められたが.刃先

強度に及ぼす レ-キ杓の影響を剛 剛こ杷削 るまでには至らなかった また,この観察

から.いずれのビットも一部の刃先に比較的大きなダイヤモンド層の欠損や取柁が認め

られるものの良好tf状態を示す刃先も多く,ビットガ命の限界に達する主でには.まだ

かなりの長さの棺尚岩掘削が可能であることが推測された

耐久試験では レーキ角と刃先強度との明味な関係は把粒できなかったものの.はば同

の掘迦串を得るためのLJット荷萌や トルクtrL考慮すれば. レーキ角が-10 あるいは

15 のピントが-5CのビットよりヒyトJi命が大きいと推測できる しかし.レーキ

角が 10 と 15 のビットのいずれがヒyト)綿 の点で纏れているかは確認できなかっ

た

レーキ角が一10 で刃先敬が8個の新型刃先コアビッ ト札 同 じレーキ角を有する刃

先散が 121句の新型刃先コアビットと比故 して 小さいヒット荷玉と トルクでほぼ同じ

掘進雫が得られる個 3-1】,図 312) 刃先救8佃のビットの荷玉が小さいのは.小さ

1L荷重でもこのビットは 1刃当たりの荷東が減らないため.刃先の岩石-の井入深さが

刃先数 12個の ビットの場合とほぼ同-になることに起因するものと考える また,こ

のLJットの トルクが小さいのJ-tビット荷重が小さいためと考えられる 刃先強度に関し

ては,両LJットに大きな相違は認められなかった 本耐久試験により.花樹岩のよう′亡

硬岩の掘削において.刃先教が 8佃のコアビットも十分な性能を有することが明らかと

なった しか し,刀先数が8個と 12佃のコアビットとも,耐久訳験においてビット寿

命に達しなかったため.いずれのビyトが経済的にイl利であるかけ確認できなかった
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(4) Jt書 レーキ角

(1卜 し3)の切Fl1海食,抱F川実戦およびil久就敦地異から明らか/亡tうに.レーキ角は

11先強哩や捉虐率に大きな彰Vを与える ■oodandCJlenaVL.4'の報告からt,わかるよう

･=.刃先の大きな失跡tpDCビットの付入性を盲しく低下させる し1-がって.il久

椎.こ庚rL′~PDCビットを開確する上で.的確ILレーキ角の設定けさ7'めて重要な要素

で'T.ら_i.考える

従Tkの研究結果 ･◆池を見ると 康れた性能 (刃先強畦 掘進字,切削抵抗)が得られ

る′くッJ/レーキ角は 5 -一25 の範臥 こある YalkeT･eta) 2.は貢岩U)切削において

5 のパックレーキ角が最も切削抵抗が小さいと報告している H仰､er8ndHlddlet｡nZS)

は. JJ先強度に関して 砂岩の掘削では-2O の′くyクレ-キ杓が 25 iり鯉れてお り,

花岡t-の収 別でけ 25 の/(yクレーキ角が 20■上り触れていると述べている ‖lbbsI,

I,〔dlloEbNEt,大理石の切削ではパ ックレーキ舶 l約 10 - 15 で切刷抵抗が最小に

なると報脊している rccnstramと 11ouか .lr28-トL 岩石U)掘削I-おいてそれぞれ 15

と 20 0)′くyクレーキ角が適 していると述べている こV)ようr.浪速/上パ ックレ-

キ角にHげr/,さが認められる この一因として.岩種による彬Vが漕げられる また,

前妃U)ように. PL)Ct'ソトの場合には坂越中れ レーキ角のみILら ryイヤモン ドJi

の欠組や郎 E状態に加え.岩石と接触する部分のダイヤモン ド校了の鋭利さの影守を受

'ナるためと考えらrLる

本研究U)切削実歩では, レーキ角が一L0 - 10 の範臥 -おいて'.,Lt種にかかわらず

10 で切削抵抗かほぼ最小となった また.胞別笑敦では. 10 あるいは 15 のバ

yクレーキ杓およびサイ ドレーキ角が推進率や刃先強齢 二関して錬れていた. さらに.

il/̂決戦においてほIf同一0)掘進率を得るのに要するビット満車や トルクは 2つのレ

ーキ角か 10 のビットが IS や-5 のビットに比べて小さかった ただし.前記のよ

うに.二の式敷では刃先強度に及ぼす レーキ角の影学を明瞭に把握1るまでに托至らな

かった一

一i(H-



掘削実･敦IJよぴir̂ 茨鞍用コ7ビットは′くノクレーキ角とサイ ドレーキ角を同じ宜で

変化させてお り 本実紫蘇常はビッ ト性従と′くy'/レーキ角のみの関係を示すものでは

/=L､ しかし 従常の研究結果ならびに本研究結果を持合的に勘案すると.PDCビy

トの′く′J/レーキ角は･従 kq)pDCビットにtL用されている ISLぁるいけ 20 より

JOEi,るいけ 15 の方がビyト性能の点て俵L,ていると推沸される

3.23 本奇の総括

PDCLJットの他能に及-rf-1レーキ角や刃先敦 の影曹および新型刃先U)性能を検討す

ることfytl的に,市販あるいけ新型刃先を用いたレーキ角の児なる実験FtJビット卜より

各何台も:=対 して瓦簸切削実敦,回転掘削'̂-奴お よび耐久猷坂を実施 しf-_その結果,

以下のことが明らかとなった

(り レーキlLlが L0 - 10 の範関では.岩経にかかわらず レ-キfTJが小さくなるに

縫って上分力および僻分力は減少する また. レーキ杓が-25 以上l･なると.クリアラ

/ス角を小さく設定しなければ刀先強度が低 FL.ダイヤモン ド僧が欠損 しやす(/とる

(2) ′くy'/レ-キ角およびサイ トレーキ角が 10 - 20 の範幽L-おいて.掘進率お

よび刃先強度q)点で,市版刃先は-10 が煉れ 新型7]先は 10 あるいは L5 か健Tt,て

いる 花BIAlの掘削において パックレーキ杓およびサイ ドレーキ角が 5 のビットは.

10 0)ビyトに比べて同一擬漣率を得るのに要するビット荷屯や トJレクがかなり人きい

(3) 花船台の ような硬岩の掘削において,新型刃先は市販刃先よりt,娩虐牟および刃

先幾度の点で錬れているー

(1) 外径 98mI.内径 66Ed程度のコアビ yトLl場 合.政経が 13.3bLnの刃先8佃でも硬

岩の掘削において十分な性能がrlられる

花f～岩に対するil久試験では.いずれU)ビットも掘削長が 12mの暗点ではビット存命に

善しなかった この性能を人柱把に評価するf･わ,硬岩の郁 lHこ用いられてきている従屯
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のサーフェースセ ットやインプリグネィテyドダイヤモンドコアビットについて.花尚岩

を鮒 Jしたときの実鼓を,2,3の施工業者やビットメーカに聞き取り調査 してみた そ

の結果･ビット寿命は J0-50Ⅶ程風 触漣辛は 2-3cd/M 程度であるとの回答を得た

L/yトff命に大きな幅があるのfi,L/ットの性能が地層や酬 煉 件などに人きく影響され

るためと考えられる

JG実験結果と上記現場美都とを単純に比較することはできないが,本研究により少なく

とも室内実験的にはPDCピットが花尚JL･JM )ような硬岩の娠削においでも卸 した性億を有

していることが廠詑された一

次節ではtPDCビットの現胤 こおける硬Jui撫消.ト の適用性を検討することをEl的に

実施した花鵜崇採石場における抱削実吸結果を述べる

3.3 青菜花簡岩採石場における掘削実験

33.1 実験現%,実験用機材お よび実数方法

(J) 実鼓現場

英敦を行った脊集花尚岩採石毛削ま福島県相馬耶飯断 Iに位置する 本採石場で採取され

ている岩石は･石英,カリ長石.斜長石.黙空母を主成分とし,練れん石などを副成分と

する完晶質 ･中粒(05-50mm)の黒等母花偽岩である｡後述のように.本採石場で採取 し

たコアを用いて岩石の-軸圧縮強度と庄裂引頒強度を測定した急発.新点羊なところでは -

軸圧縮強度で約 200～260lu,aの低を示 した.

(2) 実挨用 ビッ ト

図3-Ⅰ5に,実験にFnいた外径 9日 3Enm.内径 660mmのサーフェースセットダイヤモン

ドコアビット,市販刃先J,｡Cコアビットおよび新型刃先1,DCコアビットを示す ダイ
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ヤモンドビットU)製作には･合計 LOカラットのyイヤモン ドを使用 した 市販および新

型刃先ビットは･直径が 133- の刃先を 12個用いて製作した 2つのビyトU)形状結.

不ジ知などを除いて前節の室内実験i-用いT-ビット (図 311)と同一とした,前節の実験

結果に基づき.2つのビットとbバ ックレ-キ何とサイ ドレ-キ糾ま 】0 に設起した

(3) 実牧装置および実鼓方法

実験袈艦は･スヒン ドル型ポー リンyマシン,泥水ホン7 泥水タンク.涜丑計などか

ら帆戎される 図 3-16にボーリングマシン (YT)u魁YmH 型)を示す この装掛 ま.185kW

a)電動モ~夕を動力源とし,ビット荷並が叔大 鵬khT ビット回転数が 50-526叩 (6校

切替え)0)能力を持っている -rpは 負併用の油圧ラムのシリンダ堤は 50cmである 泥水

ポンプとタン'/の客足はそれぞれ OL2m3/nln.5㌦である

図 3117(I77叶 ように･コアビッ トI-上る掘削実扱畔の編成は コアリフタ 亡･を装傭 し

たコアLJy トより順にダイヤモ/ドリーマ d' シンJ/ルタイフコアチューブ.コアバ レル

ヘッドIHQサイズのワイヤラインロyドから成っている コアチューブは孔)トの燕さに

応じて 長さが200-2000mE)のものを使い分けた

本実戦では主としてビットの耐/̂試敦を実施 したが.耐久試験開始時のビyトFT範のEl

安を付けるため.はじめにビット荷塵と掘進やとの関操を求めた (以下.この試験を特性

試験と呼ぶ) 耐久妖艶 iこの結果に&-づき.堀越率が約 5cm/M -定となるようにt,ッ

ト荷重を調整 して行った.耐久軌等帥寺のビット回転数は,後述の理由からサーフェースセ

ットダイヤモンドコアビットの場合が200rpq'.I-DCコアL/ットの場合が.30rpmとした

掘削流体は浦水で,流且は 009m3/m川 一定とした.実験中のビット荷玉は.油圧ラムの

ゲージから読みとった圧力とシリンダ面周を乗 じた偶に.ロッドおよびコアバレルの盤丑

I)コアチューブ内に収納されたコアを地必二円収するとき.この桝iiによってコ7が切断きれる

A)刀九の郎 tによりビット径が小さく11った場合でt'IL音別､小さくならか ようにするための工LL 本
実検では主としてビットを円桝こrPl転させるためのスタLJライザとして用いた

一日)7.



を加えて求めたE坂越率は･馴 Jとしてシリンダ長(-)Ocm)の剛 比 要 した時間を計測して

求めた

サー-/ェースセ ットダイヤモン ドビットの任用に際しての適正伺速は 50-160m/mlnと

いわれている ((秩)ノー トン･カタログ)ので 本芙敦では用達で約 63m/mLnに相当する

200rpmを選んだ Eg13-18に前衛の芙験結果の一例を示す この結果は,バックレーキ角

およびサイ ドレーキ角が-lS のrh-賑刃先L'y卜により沢入花樹岩を掘削 したときのビッ

ト荷重と掘進率とのrjl陳を.ビット回転数をハラメータにとって示 したものである 図か

ら明[,かなように･掘進率はビット回転奴に比例して増加せず.回転数の増加に伴う脈迎

賓の増加は小さい 花樹taの場合･他のビットでも同様の傾向を示 した これらの結巣と.

従来このヒットの使用に際 してE瑚 質な岩石ほど小さな回転数が推奨されている 即ことを

考尉してIl'DCビットの回転数rt50rpmとした なお.上記実験は回転数の小さい帆 5ゝ

ら/rTったので･上記傾向には回転数の7Lならず刃先鑑柾の影響も含まれていると考えられ

る しかし.筆者らが実施 した外径 6bOnvnの PDCコアビットによる沢入花髄岩に対す

る皇内実鼓 lq'においで･回転数を 20U'･pmに増加させると大きなビット振動が生じたこと

から･このビットの適正回転数はダイヤモンドビットに比べてかなり小さいこと托確かで

ある (PE)Cビットの振動は･ダイヤモンドビyトに比べて刃先数が非常に少ないためI-

生じたと考えられる)

33.2 実験結果

(1) コア観察結果

図 3-19は･それぞれのL/ットによる特性および耐久駅敦から採取されたコアの状況を

示したものである 凶中の●印は,一軸IT籍および圧割引張獣襲用の斡験片を操取した化

魅を削 一 件位偲からは,2つの試験用の試験片を原則として2個ずつ採取した 図に記

戦した削 郎1測定結果の平均僻である 跡 こ示す Lうに･第 2礼井は他の札井に比べて破

-)08-



砕軌 砂層および天然き裂が多く･まf-･一軸Jf締強度も小さい帆 句を示す -九 第 1.

第3-節6孔井は破砕肺や天然き裂が少なく全般的にコアが新鮮で, 一部のデータを除い

て一軸圧縮強度も約 200-2601tPaの位を示す

衣314は･それぞれのL/yトにより･特性および耐久試験を行った孔井および深さを示

したものである 上記コア観察および岩石特性米穀結果からわかるように.第2孔井は他

の礼)r-と地層状態が災なるため･この孔井で実験を行ったサーフェ-スセ ットダイヤモン

ドコアビット＼02については以下に示す試験結果から除いた｡また,第2才L井を除く孔

井では地層状態の変化が小さいので.地層状態は同一と仮定して試鞍結果を示す

(2) 耐久許挨結果

ダイヤモンドt=rツト＼01による耐久武験結果を図3-20に示す なお.図に示 した剛 J

良には特性試験時のものも加えてある このビットによる耐久試験は,掘削長が約 8m付

近からピソト荷屯を約 25k＼まで増加させたらのの槻進率が低下U)帆句を,lqL ビット寿

命の慣糾 こ近いという判断から掘削長が約 10Dの時点で中止した 図 3-21および図 3-22

は･それぞれ市販刃先と新型刃先PDCビットによる耐久試験結果である 図から明らか

なように,約 5cm/mn一定の掘進率で,市販刃先ビットは約 21m 新型刃先ビットは約 27m

の掘削良が得られた PDCビットの戟験終盤におけるビット荷重は約 20-30k＼で.ダ

イヤモンドビyトのそれ約 25k＼と同程度である 2つのPDCビットはいずれbビッ ト

寿糾 二速しなかったが,実験日故の制約から試験を中止した一義 3-5に本耐久訳験結共の

まとめを示す 表中･括弧内の数値化 現場実験後に実施 した青射 硝 岩に対する室内劇

/̂耗敦の胞剛長を加え{-ものである 表より,平均取越率が 45-63cm/mr.の屯関にお

いて12つのPIJCビットは 坪岩の矧刊に用いられている従来のダイヤモン ドビットに

比べて馴 J長で2倍以上の成約が得られることがわかる したがって,開発 した2つの lJ

DCビットは,ブイ-,L/ドにおいても花樹岩のような硬岩の剛 1日こ十分適用できることが

実証された また,PDCビットはき裂の多い不均質地層の剛 比 は適さないといわれて

-】09･



いるが･本 ビ ットにより破砕帯などを奴 別しても刃先の大きな欠損などの開執 i,tlじなか

った

現場での耐久試緊後に解影 した市販刃先および新型刃先ビットの>)先状態を.それぞれ

図 3123と図 3~24に示す 両国の比較より.新型刃先の欠損や摩托は市販刃先に比べて

小さいことが明らかである 刃先材質が同一の両ヒ ットの刃先摩耗状態か細途する主な原

凶は･全面的にダイヤモン ド層が蕗出している市販刃先に対 し,ダイヤモンド楢の大部分

を超硬合金で柁表 した新型刃先の構造にLるものと思われる 図2-23に示う市販刃先＼02,

‡9 11と 図 2-21に示す新型刃先 ＼oJ l2には比較的大きな欠損や摩耗が誰められ

る ,rl版刀先 ＼02を除いて いずれの刃先も美&T削台後間もなくダイヤモンド屑に欠棚

が生したt,のである この欠損の-周として.ピット本体からの刃先突き出し拓さが一定

でないなど･ビット製作の不備が奉げられる この ように,楠度J:く,かっ的砧に製作さ

れないとこのビットの性能が十分発揮できない可能性があるので ヒットの製作に当たっ

ては.作薬工程の管理を的確に行うことが毛賀であると考える

(3) コア回収率 と晶質

コアの回収作兼うなわちコアリングでは,地質,柵造.物性調査などの観点から.高い

回収率と品質 (コア表面の円滑さ,コアリングによって人為的に生じるき裂の有無)が要

求される 図 3125に一明を示すように,市販刃先および新型刃先IJJJCコアビットによ

り回収されたコアには人為的なき裂は生 じていなかったLまた,I,DCピソトにより剛 丈

されたコアの表面は,ダイヤモンドビットで珂収 したコ7と同様に円滑であった.さらに,

~称の砂層などを除き,PDCビットのコア回収率似 まぽ IOO%であった｡ したがって.

l)DCビットをコアリングに実用 しても聞越のないことが明らかとなった.



3.33 娠削 コス トの試 井

本実額ではダイヤモン ドビットについても耐久性能が把握できたので.本項ではダイヤ

モン ドビットおよびPDCビットの鮒 Jコス トU)訳芽をJfTい. Pl)Cピントの実･用化の可

能性や開発課顕を横言･け る

掘削コス トは次式29､により求めることができる

C,=B+C,(I+T･)F

ここで･C,は政則コス ト(円/n)･Bはビットコス ト(円).C,け リグコス ト(円/h). i

は掛 川判明(h)･ T,は粉降管時馴 -)I F比L/ット 1恨当たりの剛 Jk(n)である 沢井

に当f-つては.揚降管速度を250.n/h･リ'/コス トを5O,000円/h 編進等を5cm/m (3m/h)

と仮定した･なお 穣降管速度Lt散 10-故 lOOJn/h粗度といわれているので.本談常では

中間的な値を用いた亡 妻た.リ//コス トとしては20OOh観のllQサイズのコア リングが可

徒な触帳のものを採用した ビットコス トは･ダイヤモンドビットのXJ-合がリセット価格

PDCビyトの場合がLJyト製作菅とした ビットの蛎別良は.ダイヤモン ドビット

が 12D.市販刃先 ビットが 25D.新型刃先ビットが 32mとした

図 3~26に計井結果を示す 国から,PI)CLJットの掘削コス トはyイヤ{ン ドビッ ト

のそれに比べて深度が約 25018までは大きいt,のの,それ以深では小さく/Lることがわか

る また･市販と新型刃先ビットでは新型刃先の方が若干掘削コス トが小さい

本実射 こおいて耐久性が把握できたダイヤモン ドビットは 1個で,この結果のみからダ

イヤモン ドビットの性能を判断することは妥当ではなし､ 七た.暢降管速度や リJ/コス ト

も現職 こよって大きく変化する したがって･本駅弁結果は大雑把な目安として見るべき

plサーフェースセットyイヤモ/ドビyトが郎 eしてh-川できなく′上ると LJットからダイヤモン陀
回収し･唯耗卓,分のダイヤモンドを補充してビットをIq恥什する.リセッ畑 格とは ダイヤモンドLnJ
牧村 補充ダイヤモンド価格 (JLビyトの凍れ 推定ダイヤモンドITl托農 7%),ビバ 加 二†トの合計i･
肝十
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であろう A判 芽結果は･PDCビットの文用化にll,硬岩掘削Ir=おける性能をいっそう

向上させる必要があることと･矧 こL/ットコス トの低減が不可欠であることを示唆 してい

ると考える

3.3.4 本節の総括

本節では.フィール ドにおけるPDCビットの硬岩郁 -ト の適用性を検討するため,室

内実験結果に基づいて興作した外径 98-3∬m■ 内径 660nlJnの市販おJ:び新型刃先コアビ

ット各 1個と･同径のサーフェースセットダイヤモンドコアヒント2個を用いてJE尚Lt･採

石場において耐久耗験を実施 した〕主/亡結果を以下に示す

(A) 市販および新型刃先ビッ トとも.サーフェースセットyイヤモン ドビy卜に比べ

て剛 )長で2惜以上の性能を示した.壬f-･岩石が不均質な破砕帯などを剛 JLてt,刃先

の欠敵は生じなかった

(2) 耐久試験後の新型刃先 ビットは市販刃先t=･ットに比べて刃先の欠航や憎柾が小さ

く.新型刃先の方が刃先強度の点で優れていたし

(3) rh賑および新型刃先ヒ yトのいずれにおいても. yイヤモン ドryトとl咽 のコ

ア同収率と品質が得られた

(A) pDCおよびダイヤモン ドビットの剛 Jコス トの試算から,PL)CL-yトの実用

化には 特にビットコス トの低減が必要であることが示唆された

本現場実射 こより,rF販および新型刃先ビットのいずれも.フィール ドにおける花尚岩

のような硬岩Ltの掘削に 卜分適用できることが確認されたー

改印では･PL)Cビットの地熱井抽脚1-の適用性を検討するために実施 した.実際o)地

熱井における):n径 pL)Cコアビットによる実験結果を述べる



3･4 高温岩体実験場 HI)冗-2井における娠削実験

3411 実験現象 実験用機材 お よび実験方法

(1) 美浜現場

馴 快 掛 t 新エネルギー .産業技術総合r用東機構の肘折高温岩体実教場に舶酔ほ れた

llD択一JZJFの搾度 (坑井掘削艮)約 t900mのところで行ったCこの実験掛 ま山形県新庄市か

ら南西に的 1̀0km-離れた添削 OOmの肘折カルデラ南胤 こ位置 している このカルデラは比

鮒 】新 しい火山活動によって形成された直径 3-LIkmの規模のものである EiDR-2井付近

の地凧 輔 1150m以演が凝灰岩･安山岩およびE武岩質安山岩などの耳層で,それ以燕が

韮盤の花向閃練 lJ,'･である 本坑井の油腫 】9OOn-佃 の地層温度(statlCtCmPC,机u一e)は約

U)-軸圧縮強度は,荊 川o-】30＼lPaと報告されている3･

lil)R-2井の見終口径は 2】59,nm(8-l/2tn)で,この区間は一部のコアリン//箇所を除い

てローラコーンビットにより掘削された (このようなコアリングはスホットコアリングと

呼ばれる) 以下に示すPDCコアビットによる娠別実験は,本坑井が T-定狭斜 こ適 した

後に実施した

(2) 実検用 ビッ ト

本案負噺 こおける旋削実験のために製作したPDCコアビットの写真を図 3-27に示す

このビットの外径は2】5Lm(島15/321n)F',内掛 11016.Dm(Hn)である 図3-28に

このビットの群細図を示す L/ットには直径が 133unlの新型刃先を合計57個取 り仙 ナて

ある (刃先敬をこのように決めた根拠については後述する).JJ先のパックレーキ角とサ

巾スポットコ7リング用ビットの口径比 瓶別｢川いたL/ッrlの件托による坑井径の減少を服 して†･,
r小さく寸ることが多い

一日3-



イドレーキfllfi-10 とした ビット本肘 二は直径 12rnmの半円状のウォータウェイがビy

ト外径鰍 こ9帆 ビyト内径側に 6個･また･幅 →SrTVnのジャンクスロットFJがビット外

径側に3個所設けてある さらに-ビット径の歴托を防ぐために,ビットの内外径側に合

計65カラットの天熱ダイヤモンド粒を埋め込んである

このビットの刃先汝は･32で述べた刃先数がR鯛o)新型刃先コアビット(外径 98 I:,帆

内径 66()run)を基準にして決めた すなわち･本ビットの娠削断面横は外径 9813mm ビ

yトのそれの 674倍であることを考慮 し一両ビットのtfiL立掩消即断面相当たりの刀先故が

ほぼ同一となるようにした･計算上 本 L-/ノトの刃先数は 5一個となるが,さらに 3個の

刃先を追加 して 57作化 したr2】5rⅦ.程度の大口径 ビッ トU)刃先数を 100mm確度の小｡径

ビットの刃先汝を甚準としてnJ糊 に算定することU)是非については検討の余地があると思

われるが･地捌 卜馴 l用Pr)CLJットの設計経験がほどんどないので,上記方法にJ:って

刃先数を定めた

(3) 突放装置

剛 川 グはロータリ (タ-ンテーブル)型で･直径が 112Jn･堀管 (ドリルハイプ)

使用で5000m級のJt'のである (図3-29) 装牡の主IL仕様を以下に示す

･ドローワークスh)

型式 ＼ationa】TJ3O

馬借並 農大2300kY

動力 ェンジン418kY/1000rpmx4台

･泥水ポンプ

型式 大原鉄工所 011850

動ノ) エンジン373kW/900rF)nlX2台

d坑L&L二ある金剛 を除去するための通路

b)ロ-ダリ型批削リグの心6E柵で ドリルストリングの挽降やrF)転を行=)装LT

-H4-



促削爽鼓時の坑内hi=戊は以下のとお りである

81Ⅰ5/'32川 PDCコアビット×6-3/lln･コア/'レ/Lx6I/2.n非戯作 ドリルカラー･×

スリーブスタビライザ×61/21n ドリルカラ-(2本)yスリーブスタL=ライザ×61/21n

ドリルカラー (6本)×ウイングスタビライザ×6-l/2川 ドリルカラー(9本)×フレックス

ジョイ/ ト× ドリリングジャー))×5.∩- ビーウェイ トドリ′レハイプ(8本)×5.n ドリル

ハイプ~

なお,本実軌 こ用いたコアバ レルはクリステン社製 2501,型で.1.-効長 91mのダブルチ

ューブタイプの ものである

(4) 突放方法

実射 こ先立ち.結締岩採石軌 こおける馴 伐 教結果を且に･利 )DCビッ トの伺転数と

範大荷正を決めた すなT,ち･ ヒット阿転軌 こついては.外径 98 13mmの PT)Cコアビッ

トが50rpnの回転歓で俸れた成姐を示 したため.こU)ビッ トの点火用速と本 ビットのそれ

とがほぼ一致するように定めた その値は 23rI'mであるが,芙際の実射 i葬儀の別 ､許容

回転数 27rpmで行った ビッ ト(,7並rついて托,表 3-5に示したように.外径 9813DD,め

新型刃先 I'DCコアピソトは最大 29Jkl (l刀当た り約 2Jkヽ)の荷玉を加えたので.こ

れに本 ヒットの刃先教を乗 じて得られた 110kNを最大鮭に設定 した 掘進判 こついてI咽

敏において適宜判断することに したが･過去に -lDRl井で実施された本PlつCビットと同

径のサーフェ-スセ ットダイヤモン ドコアヒットによるコーrリンJ/結果 05-07cm/M

より大きな値を念頭においた

実敦では原n化 して 10分ごとにビyト荷並と腺進率を針刺 した ビット荷重は振消■Jy

グに装備された荷重計からiDliみ とり･また,掘進率は槻管 (正確にはケ リー)の変位を測

定して求めた 実験時の馴 JWL肘 1比延 10-･プアネ′レ粘性 33secのベン トナイ ト777E水

lJビットにlUT兎を与えるための鋼管

JI坑内で鵜野などが抑mされたとき この装跡こよ｡紬 をL}えてその担順を周る
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で.流最は約 Imユ/lDln -定であっf1

3.4.2 実験結果

掘削実験結果を図 3-30に示す 軌 こ剥 J:うに･馴 1にとt,なって刃先に欠捌あるい

は磨励 哩 し掘進率が徐々に減少-1るので･ビット荷重を増加させて抽進串を約 1.5-

2cm/mln-定に保つようにした 細別実験は掘削長が約 5mに遺した時点で L-ット荷jIi

を増加させてら掘進率が低下の傾向を示 したことと実験時間の制約から中Jたした

図 3-31は･PDCビットによりBi]収されたコアサンー/ルである Lg)に示すように,掘

削実験を行った個所の地層にはき裂や破砕軌が存在 しており.ビットがこれらの部分を掘

削するとき刃先は大きな衝撃を受けるものと思われる しかし,姫削終了後の刃先に欠的

および塩掛 ま組められるものの･矧 -き裂や破砕新を棚 .jLで生 じたと考えられる著しい

欠損はlEかっT一 花尚岩採石胤 VおけるtBWJ実験の場合とru順 に.今酬消発したIJI)Cビ

ットは比較的硬質で.き裂を含む不均質な地層を掘削できることがわかった

表 3-6に･PDCビットによる剛 儒 教結果のまとめを示す 安からわかるように,コ

ア回収率は 91%に達し.本実験で用いたような大口径ビットによるコア阿収-牢としては

非常によい成舶 ;得られた EIDR2井では精度 1613-1850mの区FuFJにおいて.本pL)CL-

yトと同径のサーフェースセットダイヤモン ドコアピット7個を用いて在方位コアリング

Llが実施された このときの掘進翠は055-I10cJn/和in(033-066m/h)で,掘削長は0.7

､13mであった.食 3-6からわかるように 新型刃先pDCコアビットの掘削成級はこ

れらのLJットに比べてかなり摩れている だた し.新型刃先PDCコアビットによる実験

F増 通コアリングで行われたので,両タイプのヒットの掘削成績を単純に比較することけ

LJ原位阻こおilる方位･bt斜が明らかなコアを採取するコアリング方抜 本X潮時で稲川された方iL-rTt
コアリング中に切削刃 (スクライブナイフ)でコ7安宿にば (スクライブマーク)を付けるとともに,
ナイフの力付.傾斜を測定するものである

･日6-



eず Lも適切ではない

EgI3132は 馴 J実教後に樵彬 したJ･DCビットの刃先状態である J状 の尉 毛状軌 i

おおよそ 60%粗度である 刃先郎 帥 態の観察から･ ビットの外径側に放り付けられた

JJ先Et･内径伽Iの刃先に比べて刃先U)欠桝や鑑托が大きいことが明らかとなった この原

因は.本 ビ ットの外径側に臥 すたジャンJ/スロyトの面舶 ;大きいために.外径側Q)刃先

故が内径側の刃先故より少ないことにあると考えられる 娠削実験中に馴 雌 体の大きな

圧力 L昇が絡められなかったことから.今回数IfLたビット托ジャンクスロyトやウォー

タウェイの面積にかなり余裕のあることが推測される したがって.ビ ットのジャンクス

ロット/亡どの面稲を減少させ.外径側の刃先の個数を増加させることにより,ピットの性

能をさらに向上させることができると考えられる

3.43 本節の総括

本筋でrt･PDCビットの実際a)地熱井抽消.ト の適用性を検討するため.掛 且岩体実験

胤 こ掘削された HDR2井において大n得コアビットを用いて掘削実験を行った.主な天象

結果.t以 Fのとおりである

()) 外径 2】5I.rLm.内径 lO16nd.の新型刃先 -,I)CコアL-プトは.涙度が約 】900m,也

層温度が約 260Cに達1る比較的硬賓な基盤岩 (7E剛 1線岩)の娠削において.平均掘進

･串136cm/E- (082m/h) 椀削長49mの成餌を示 した これらの成鰍 Tt,Hl)R2井で用い

られたサーフェースセットダイヤモン ドコアピットに比べて座れている

(2) き裂や破砕部を楓別 して生 じたと考えられるPr)C刃先の著しい欠柾目鳩C･.められ

なかった しf-がって,今回rBl濁 したF,DCビットは.比較的硬質で,き裂を含む不均質

な地層の掘削に適用できることが明らかとなった

(3) r'r)Cビットのコア回収斜 土9】%で非常に芯い回収率を示 した

(I) 今回動作したPDCビットは外径側に取 り付ける刃先教などに関 して改良の余地
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がある

本現場実験により･('DCビットが実際U)地熱井拙別に適用できることが確認できた

地熱井における掘削実射 i今回が初めてのため･実験中の掘進孝の設定がやや大きく,ど

yト持去を急速L-増加させ過ぎたきらいがある 適切/il掘進率の設定は今後の扶雌である

J6:鮒 JlI軌 こおいてPDCビyトのコア採取の能率と長さがダイヤモンドビyトに比べて

摩れていることがわかったためIEIDR2)r-lこ引き絞いて掘削された IIDK-3井ではPDCビ

yトドよるコアr)ンJ/を5匝】行った 次節でけこれらの実敦結果を述べる

3･5 高温岩体実験場 HDR-3井における掘削実験

3.5.1 実敦用機材お よび実鼓方法

(1) 実験坑井および実鼓用 ビッ ト

HDR~3井は前節の美浜を行った FIDR-2井の近傍に旋削された坑井で.両坑井間の水,F距

飯は 1800mレベルで約 80mである llDR-2井と同体に,本坑井も最終u径が 2159.,ED(8-

1/21m)で.掘削実験はこの区間内の搾度 (卯 相 消1J長)1627-1907mで行った 実験箇

所の地層は基盤の花陶閃緑岩で.地層温度は約 240-260C32である

図 3-33は,本坑井での掘削実射 こ用いた外径 21い rrlEm(8 15/32'n).内径 IOZ6.nm(Jln)

の新型刃先 pr)Cコアビットである 写実.前方左側のビットはIIDR-2Jfでの実験に用い

たビットで･他の3個が本坑井の実験に用いたものである 前方右側のビットは HDR2井

で用いたビットと同一形状である (以下,従来型と呼ぶ) 後方 2佃のビットは.従来倒

LJソトの刃先数を蛸や したものであ7J(改良型 hoL.V0.2と呼ぶ) 前節で述べたように,

FIl)R-2井でF糾 ､た従来型ビットでl-t外径側の刃先の欠也や摩耗が内径伽のものに比べて大

きく.また･ジ Yンクスロット幅を小さくしても尖掛 こ支障のないことが推測された､そ

こで･図 3134に示すように,改良型ビットではジャンクスロット幅を約 1/2に減少させ
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て外径側の刃先数を6個増や した (合計63個) 改良型ビットはジャ ンクスロット幅と刃

先数を除き.従来型ビットと同一形状とした｡

(2) 実敦装既

掘削美浜に用いたリ//fi-椴に Ⅵ12000と呼は九ているロータリ型のものである (図

3-35) 本 リ//の主/亡仕様を以下に示-4

･ドローーワー//ス

型式 新潟鉄工所 Mト2000

吊荷盛 最大 1765kV

助力 ェンジン 305klX2台

･泥水ポンプ'

型式 vHl10rla】8P80×2台

動力 ェンジン 662kYX2台

坑内編成は以 下のとお りである.

8~L5/32】n PDCコアLJyト×7川 コアパ レルX61 ′21n非磁性 ドリルカラー×8-

1/21nスタビライザ×6-J/2.n ドリルカラー(2本)×81/2川.スタビライザ×6-I/2川

ドリルカラー(6本)×8-1/2Lnスタビライザ×6-)/21n ドリルカラー(5本)×フレッ//ス

ジョイン ト×ドリリングジャー×6I/21n ドリルカラー(2本)×5.n ドリルハイ7

上記コア/くレルは,新エネルギー ･座薬技術総合開発穫横が定方位コアリン,/用に特注

した有効良約 56mのダブルチューブタイプのものである

(3) 突放方法

本坑井における馴 儒 教条件は-1l)ド-2Jfの場合とほぼ同様に,ピント匝版 数が20-301Pm,

ヒット荷重が最大 98kN･腕削流体流瓜が約 1m.,/mLnとした｡顔消帽 休日ベン トナイ ト泥水

で･比釦 ミ10ト 】08･77 ネ′レ粘性 27-1Zsecである 11DR-2井の場合より故人ビット
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荷範が小さいのは 坑内編成上 (ドリリングジャー)の葡槍 による 実額1回当たりの掘

削長ttコアバレルの有効度を考慮 して政人 5mとした ビット荷重と批准率の測定は原則

として 】0分ごとに行った

本坑井の実敦では掘進率とビシト荷盃の増加速度をLIDR2井U)場合より小さ(設定した

EEDR-2井の実敦では掘進率を約 】5-2cm/m.爪と定め･娠進率がこの鮭より低下すると直

ちにビット荷寵を増力は せて設定値を保持-4るよ うにした しかし,実験終盤では刃先の

摩托･特にビット外径伽の刃先の尉 Eが大きくなり.ビット(.7虚を約 】20k＼まで増大させ

ても掘進率は減少の傾向を示 したC ビット外径側の比較的大きな刃先燈席の原因として.

L/ット外径側の刃先数が内径側の壬)のに比べて少ないというデザイ/上の問題のみ′沌 ず,

過大な掘進率の設定あるいはビット荷並の急激な増加に起因する刃先の欠如 ミ考えられる

このため.本坑Jfの実鼓では堀越率を約 acm/mEnに設定するとともに.急速などット荷Jl･

の増加を避けるよう･掘進率の変化状況を注意深<監祝しながら適宜ビット僻正を増加さ

せた

本坑井では涙度 1627-J907町の区間で合計8匝lのスポットコアリン,/が行われた.衷3-7

に示すように･このうち5回がPDCビットによるもので.他はサーフェースセットダイ

ヤモンドビットに上るものである 参考として茂に記赦した4回Elのビットは.ダイヤモ

ンドビyトの中で最 Jt,優れた成額を示 したものである ダイヤモンドtfットの外内径はP

r)Cビ yトと同じである コアリング方針 1l凶日を除いて-4べて低方位コアリングであ

る

3.5.2 異教結果

(1) コア戦蕪結果

図 3-36に,表 3-6に示 したコアリングによって採取されたコアの状況を示す 参考と

して個 にはIIDR-2井において従来型ヒyトによr)採取されたコアの状況も記破した.＼02
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～＼08のコアの方が HJ)R2井U)コアより多少きき的;多いもU)の -̂きな点けない.また.

岩質的に手l顕著な変化けなかった

このように･両坑井においてき裂状況や岩資iナ大きな相違がないことと,実験を行っf一

深度も大きく相渡 しか ､ことから.本項で実験結果を比較する軌 i.地副 根 および葵軟

毛件は同じと仮定1る

(2) 改良型 ビッ トNo.1

本坑料 こおける改良型 ビット Io )による旭削実験の日的比 FIDR2州 こおいて実験を

子rった従来型 ピッ トと本 ビットの鮒 他 能を比較 し,改良の効果を確認ナることである

このため,できるだけ実験条件が同一となるよう.このビットによる実験Ll従来型L-ット

の場合と同様に普通コアリンJ/により行っ1-

Egl3-37に.探度 1627mから実験を行った本ヒットの結果を示す 実敦は掘削剛 台から

掘削長的 JOc.nまで帳諸に進んだものの･それ以降は掘進率が急激に低下しf-f-め比較的

短時間の うちにビット荷重を最大 98k､圭で増加させた しかし.ビット荷重に見合った

掘進率の向上は認められなかった 剛 腹 が2紬 に適した時点で姫進翠が小さいため実

教を中止しf- 本ビットの平均瀬越 如Jよび掘削良は 07lc皿mn(043m./h)と231爪で.

これらの値は11L)R-2井の従来型ピyトの成績に比べて約 1/2である

英故終了後の改良型ヒット＼o 】を図3-38に示す_図から明らかなように,刃先の欠損

やJや托はほとんど認められず新品に近い状態であった`一九 回収 したコアの表面には.

コ-/キャッチヤ L'の装着不良のために生 じたコアキャッチ十によるかなY)深い引っ掻き確

が多数扱められた.このようなビットと回収コアの状況から,このビットが小さい掘進率

を示した原因は.瓶削リグの荷重吉日こ衣示されるビット荷重の大部分がコアとコアキャッ

チヤとのFuJの摩擦抵抗として野やされ,ビットに十分なFT盃がJJllわらなかったことにある

kJコアリフタと同紬 石油超文などではこの川舶 用いる
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ケ判断される

改良型ビット＼olの性能はコアキ1･ツチャの鍛冶不良rより正柾に把握できなかった

ため･本文敦結果から改良の効果を検ぎ巾 ることはできなかった

(3) 改良型 ビッ トNo2および従来型 ビッ トN｡.1

改良型ビット＼02および従来型 LJッい olはそれぞれ l匝日 掘削長約 5の)の胞刷実

験を行った後は だ掘削が 卜分可能な状態であったため･さらに両ビ,トによりそれぞれ

L回の触別実験を芙施 した 改良型ピッい 02お⊥び従来型ピッい o lによる漢駿結果

を それぞれEgl3-39と図 3-40に示1 改良Jgと従来卑ピントの総掘削長はそれぞれ LOOm

と 932mである また 両 LJッ トの平均舶進･p-rtそれぞれ 085cm/mln(051m/h)と

07°icm/M,n(0IBM/h)で.改良型の方が従来型に比べて若干,)こきな撫進率を示 した.従

来型ビットは前後や2回の実験とも終盤にコア詰 りに起因すると考えられる掘進碑の減少

が認められた 2つのビyトによる舶 rl実数ではビット侍東の増加割合が多少鬼なってい

ることと･コア詰 りの影響を定量的に把握iることが的煮なため正柾な性徒の比較は行え

ないが 両者に性能上の大きな相違はないと･ufわれる これらの実掛 こおいて.従来型 ビ

ットの刃先数を増や した改良型 ビ ットに姫別件能の向上は認められなかった

図 3-41と図 3-42に,それぞれ実験終了後に軸影 した改良型 ビ ット＼02と従来型ビッ

トを示す 図 3 llからもわかるj:うに･改良型 ビyトは前半の実掛 こおいて外径側の刃

先が 5胤 後半の実鼓において外径側の刃先が 9個 (合計 1日剛 脱落 した.脱落した刃

先を除いて2つのヒットの刀先摩耗状態を観轟した結兇 刃先の摩耗および欠損線度は改

良型が約 40%･従来型が約 50%と推定された,改良型 ビットの刃先脱落数はか′川 多く

また.)]光の脱落がビット外径側に偏っていることから.刃先の脱落は掘進率や ビットの

凝耗状鰍 こ大きな影響を及ぼしたと推定される

前記コアキャッチヤの装着不良や刃先の脱落から,本実験では改良型ビットの鮒 他 能

を正敵 こ把捉するまでには至らなかった｡なお･上記改良型ビットの刃先の脱落は,他の
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LJットに}塊 の脱落がほとんどJLじてい′～いことから,刃先のろう付け作葛の不胤 こよる

ものと判断される 改良型tTット 0ヽ2の刃先の脱軌 まコア採取という載点からはほとん

ど間過にならなかったが･信頼性のあるPDCビyトを開発していく上で貴範な軸 は な

った

(4) HI)冗-2井とrDR13井における従来型 ビッ トの性能比牧

園 3-43u･llDR2井と rtDH3州 こおいて実施 した従来型ビットによる娠削実戦結果を

比較 したものである (rTl)R3井の給火は 2回の尖駿のうち前半U)みを示した) 同からP)1

;,か1亡ように･‖)H-3#の結果は EIDR-2井の結果に比べ 掘進率で約 2/3.ビット荷丑で

L/2程度の値を示す 2つのビットU)掘削滋はほぼ同じであるにもかかわらず.LEDlI3井

における前半の実験終了時の掛 k型ビットH,llL)R-2井の従来型 ビットより摩耗がか7LLり

少ない状態であった･ したがって.今回のようなヒット荷重の加え方はHDR-2井の場合に

比べて多少の地進軍の低下はあるものq)･ビット寿命の点で有利であることが明らかであ

る

(5) 改良型 ビッ トNo.Zとダイヤモン ドビッ トの性能比較

図3-4･Iは,改良型ビット＼02による前半の実験結果と.サ-フェースセ ットダイヤモ

ンドビットによる ‖司日のコアリング結果とを比較 し1-ものである 改良型 ビットはダイ

ヤモンドビットより掘進率が約 2倍大きく,また,ほぼ同じ良さの花尚閃緑岩を胞削する

のに要するtfット荷重も小さい

当実験敬ではダイヤモン ドビットによるコアリングが比較的多く実施されてきている

例えJf･llnR-1井の 3回のコア リング成鍬 ま.平均掘進率 05ト 068cm/ml.1(03)～

04lm/h)･胞別艮 L9-28mである¢また,図 3-44に示したように.llDR3井でRrt,倭

れた成緒が指られたダイヤモン ドビットは掘進率 060crn/mln(036m/h).脈別技 471lmで

ある 一九 改良型 ビyトV02と従来型L/ットは触iLt率073-085cm/mn(04ト 051m/h).
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娠削長 9こ!2-1OOmである tた･ltE)R-2井U)従央型ビ,トは掘進率 Ⅰ36cm/.m (082M l).

振削長 19mである ダイヤモン ドビットの成鰍 こけビy トの性能以外の繁劇 こよる影廿

が含まれているpT能性があるので恥純な比掛 1できないものの PDCビットがダイヤモ

ンドビ ットより娩逓率と旋削長に関 して障れた性能を発揮すると判断して差 し支えないと

.習われる

最後に･本案教場における掘削実験の圭LLめとして,FIDR2および HDR3井で実施 した

PI)Cビyトによるコアリング戒緋を衷3-8に示す 太より,IJl)Cビットのコア回収率

はダイヤモン ドヒyトのそれと遜色ないことがわかる

3.5.3 本節 の総括

PnCビットの地熱井税別への適用性および改良点の検討を目的に.3Iに述べたLIDR-

2井の実掛 こ引き掛 ､て､外径 215Inmの新型JJ先pDCコアビットによる合計5回の掘

削実験をtlDR13JFにおいて実施 した その結果.以下のことが明らかとなった

(]) 改良型と従来型 PDCE'ットは.栴進率 073-085cm/nln(0I一 o.51m′h),脂

削良932-100Dの成扶i･示した この成鰍 i,従勅 .ら硬岩のコ7リングに用いられて

いるyイヤモン ドビットより鯉れている また,I)DCビットのコア回収率は 90% li順

であった,

(2)本実戦胤 こ賦存するIE騎閃緑岩のような岩石をPDCコアビットで脈削する場合,

コア採取能率やビット寿命の観点から.掘進斜 い cn/m川(06T'/rl)程度が適当であると考

えられる

(3) PI)Cビyトの信頼性を向上させるためには,刃先の ビット本体へのろう仙 rl

指を適切に管理する必要がある

以上 FIDR-2井の実験に引き続いて行った HOl‡3井の楓削実験から,PDCビット比況

度約 -GOO-1900m･地層温度約 250Cの基盤岩 (舷縫関村骨 )の軸別に適用できることが
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線路された

次節では.室内･花樹岩採石噂おJ:ぴ=R･際の地熱井における鮒 懐 疑の総括として.こ

れらの芙敦結果に基づく陳岩用I'J)Cビットの設計指針の駄案を促嘗する

3･6 硬岩用 PDCビットの設計指針

361 設計要素

図 3-45に･PL)Cビットの一例として全断面ピソトの模式図を示す 図から,PDC

全断面ビットを製作する際は･刀A=の直径.栖敬,古己札 レーキ角 (バックレーキ角およ

びサイ ドレーキ角) 刃先突き出 し高さ′/.ビット本体形状およびアニュラス間隔 Lの他,

ノズル ウォータウェイおよびジャンクスロットの偶数,大きさ.位逆などを決めなけLl.

ばならないことがわかる なお,上記要素のうちノズルは通弧 全断面ビットのみに必要

なものであり･まf-･ジャンクスロットiiJJ､U径のコアビットにけ設けられない 他の撃

兼はコアビットと全断面ビyト両者に共通1るもU)である.

36.2 設計指針

室内おJ:び現境捷相順 教用ピットの製作には.硬岩掘削という観点から強度に優れたP

DC刃先を実験により選んで用いた⊂また,刃先径として凡 このビットの掛 乍にJFtLも骨

及していろ 】33Enmを選択 した, したがって.以下の設計指針の検討に当たっては tつl)

C刃先として強度に優れていることと,虹径が 13.1rTYnであることを前提とする

(1) 刃先数

刃先数にrAする設計指針は外径 9843mu-.内径6bOmmの刃先敬が 8個と12佃のコアビ
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ソトの室内掘削東泉結果に鵜づいている この粒度の外内径を有するビ ットの場合,ピソ

ト製作上 J]先故としてけ 12佃がほぼ⊥r我である 刃先数が 8榊以下のビットについて

は検計は 加えていないが 刃先の欠損Ifどの可能性を考慮うると.この後のビyトが硬岩

の掘削で十分′亡性能を発削 るには8個程度の刃先が必要であると考えられる

3 事で述べたように･実際の地熱料こおける掘削実験に用いた外径 21.3),Dmのコアビ ッ

トの刃先数は 上記刃先数が8髄のLJットを基軌 こ選び,このビットU)単位胞削断面横当

たりの刃先数が基準ビットのそれにはば一致するように決めT-ものである 耗碓ビットの

ような小U往コアビットの実穀結紫を基に,人n径コアビットの刃先数を決めることの是

非はビット設計時には不明であったが･地熱JFにおける塘消,J天瀬 の結果,この方法は硬岩

刷 り用コアビyトの刃先数を決めるカ法としてほぼ妥当であることが明らかとなった′ま

た-上記刃先数が8個と 】2個のビyトを益軒 こ選び,二の方法で刃先敏を決めた直径

gR l3m の全断面LJット (刃先散 18個)も宅内掘削実験で良好な成練を示 した ", した

がって･任意径のPDCコアピットおiび全断面ビットの刃先数を決める指針として次式

を堆案する

019XS≦N≦029xS ･(32)

ここで- VとSは設計ビットの刃先数と収別断面瑚 (cm.)で.019と029は と記2つのビ

ットにおける旋削断面横 IcEr 当た りの刃先散である

(32)式から求まる刃先故はある幅を持った虻である 実際のJJ先崇は.岩棟.ビyト

形状 (ノズルやジャンクスロットの布無)および梶別条件などを掛案 して適宜軟めろ必要

がある

(2) レーキ角および刃先間隔

室内突掛 こより.110Cあるいは J5 のバ ッグレ-キFJとサイ ドレーキ角が掘進率や刃

先強度にJ対して優れていることが明らかと′～った 2つのレーキ 杓のいずれが摩れている

か新吉はできないが.32の回転脚 ilJ実験を行ったビットでは 10 が 15Eより刃先の欠
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如 く小さいことから･ 10 の加 バ7]先強度の瓜で蘇れていると思われる_

図 3-46は バ ックレーキifJとサイ トレーキ角を有する刃先 l個を模式的に示したもの

である x榔 土舶 肪 向に直角で刃先すくい剛 】心とビット回転軸を通る軌 Y触まx軸

に直角で十くい面中心を通る軌 7軸托 7. )軸に底角ですくい面中心を通る軸である

図からわかるように･焦P (〃蝕から見たとき刃先の仇J面が現れる点)より左側の岩石を

卵 化 ようとすると 刃先の側面が岩石と接触する現象が生 じ蛎別に支障をきたづことに

/ほ このため.点Pより左側の岩石は他の刃先で切削するように刃先軌跡を重ねなけれ

げならない 刃先軌跡の張なりには図 3-47(a),(b)に示す ヒうに,サイ ドレーキ角の向

きが反対になるものと同一になるものとがある (a)はLJ,卜の巌内端にある刃先とこれ

に隣接1る刃先との関操であり.(b)は(a)を除くすべての刃先のr芙順 である 図 3-▲17の

と屈および下図はそれぞれ刃先すくい面の り ′平面とx 7平面への投影図である 凶rPの

XD は刃先の側d]が現れる点 pと刀A･すくい面■P心との鮭鮭を,また,(b)のXIItたp

より左側の岩石を刃先Bによって切削した場合の点Pと刃先Iiのすくい面中心との距離を

表している (a)I(b)いずれの塊合でも上記現象を生じさせないための刃先剛 副土田に示

したものが許容限界であり･刃先軌跡の盃ね合わせr制約があることがわかる このこと

は刃先配列を決めるとき考慮 しなければならないので.以下のようにしてJj先間隔の許容

鬼火肱を求めた なお.図 3-48に示すように,点.Pは･Y軸より解れているため点l･の軌

鍬 iA- /r. を通らないが この差はわずかであるので無税した

はじめに直交座標系の座席変換を考える 図 3-49に示すように,座標系 OxyZのy軸

を中心にA 回転 し.さらに･回転後の歴坊系 0/),2･の･Y,軸を中心にβ 回転 した座標

系0ノy2'､と 元の座標系 Oxyzとの座掠変換は次式で与えられる

lf)-Lc??snaacs:I;C:as?sp:Ppcs三a;C:O.Yp

.Y､■

y''
) (- ,

挺傍系 Oxyzはバックレーキ角および1)イ ドレーキ舶 ;0-で. AJ′平面が刃先すくい
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面と一致 し･原点が1くい面中心となる状態を,また. α とβ はそれぞれサイ ドレー

キ角と′ミックレーキ角を想定している なお.本座ほ系ではaとβは正である

座標系 O,p}'2'において･原点から一I(,rn)の距離における刃先側面外剛 よJ]先半径を ,

(rLm)と1ると次式で表される

fx'''2''y'.'=11.:二

刃先間隔の許容最大値を求めるには Z"ニーL 0,すなわち,すくい面外用の座標系 0,J,I

の xJ平面における関数を知る必要がある (3-3)式に 2-0を代入 して整理-)ると.

(;==;∴ccoos,ap''′llslnαSlnP (3-5)

が紺られる この式をIYlとy●'について解き. (3-I)上式に代入 して得られた次式がすく

い面外脚の座標系Ox),Zの^)-平面における関数を表す

J4x2-281V+Cyl=D (316)

ここで- .1~cosLβ･ /3-S川dS川Bcosβ.C-cos･a-S】nas川さβ,

D-rcos■ACOSLβである

-*･(3-I)上式を満足する仕草の圧だ(x" y'つにおいて 7･､を 0から tに変化させ

ると(3-3)式から.xとYの増分はそれぞれ-Is川acoゝβと LS川βであることがわかる

したがって･凶 316に示 した点Pは xとyの増分の比を傾きとする直線と(3-6)式との接

点に他ならない (3-6)式を∬で偏微分すると､

砂 _AJ-By
ar Bx-Cy

が得られる 点 t'の座標 (̂'｡,)′｡)における接線の傾きは上記直線の傾きに等 しいので下

式を得る

AXo-BYo -sLrlP

BXo-Cyo slnαCOSP



(36)式の･､･),に･llo･ l'Oを代入 して(t川 )式とu)連立方程式を解き Xoが負の場合を

とると点Pの座掠(.Y..l'o)が求まる

(:o'O-=索 宗 ･(39,

ここで･p-(A-DE)(B-rn).E (-smβ/sFnuC｡Sβ)である

刃先間隔U)許容最大値は図 31J7((L)の場合が 21･Yoで,また･図 3 17(b)の場合は ･̂o

lX.である ,rlrt(3-6)式のyに )'qを代入 して解き, ^が正の場合をとれば求まる

BY.'JBヱyoZlA(Cy.ユーD)
(3]0)

刃先径が J33nvn.パyクレーキ角お Lびサイ ドレーキ角が JO U)とき刃先間隔の許

容巌大舵は･凶 日 7(a)の城合が 95mm,(h)の場合が 92mmである しか し 図 3.16に

おいて点pより右側でも点J'に近づくと･刃先のクリヤランス角が小さくなるたれ 刃先

間隔をこれら値としたビットが ト分な性能を有 しているか否かは不明である 従頼製作し

たビットの刃先間隔は一般に3-加 で.掘削性能上の問題は生 じていない したがって

刃先間隔を上記数値の 】′2以 下程度に設定う九は問題はないと考えられる

上記刃先間隔の検討から派生して明らかとなった点は,例えげ凹型のビットのようにビ

ット本体が傾斜 しているとき,図3-50に,-T;すように.同一の刃先間隔(下図の座拝系で考

える)でt)点pをカバ-できる場合 (上図)とできない場合(下図)があることである ヒ

Lglの場合はレーキ糾 こ定義上の唾昧さが生じるbのの 下図の場合は掘削性能に大きな支

持をきたす可能性があるので,上図のようにL/ット本体に沿ってx軸を設定すべきである

と考える

(3) ビット本体形状

ビットの本体形状としては ′トさな変化も含めれば無数のものが71えられる このT･め.
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条件を搬定しない触り 支族によって最適な形状を究明することは同煮であると思われる

今のところ･ビットの本体形状は敷作文紛 いあるものの中から選択 して酷めざるを得ない

と考える 図 3-51に示すように･従来製作したコアビットの台金形状は.小口径のもの

(正確にJt図(~示すカーフが小さい･t'の)が平坦で･大口径のものが㈹円の-都である

全軒桁ビットについては小rl径のものであるが,凹型の形状が性能に優れていた 33, 楕

円の曲率 K や傾斜角Oについては今後U)検討凍樹である

(4) 刃先配列

刃先配列け-1kLに ビット本体平面図にビット阿転軸を原点とする同心Iqを想超し,そ

れぞれの同心円 とに所要個数の刀兄を配控して決められる それぞれの同心円は刃先ナ(

い面中心の軌跡を､また,同心円の間隔はj]肘間隔を衣している

各同心rTlt=に配削 ~る刃先数を決める指をHlビット全体に取り付ける刃先数を決める指

針と基本的には同じで･各同心円上に配鑑される刃先の 1月当たりの鰍判断画餅がビット

全体でほぼ同一lrなるというものである Pl)Cビットの場合.特定箇所の刃児に大きな

欠椴や嘩fEか生 じると ビットの性能が大幡に低 Fする.このため,ビットの性能をト分

に発件させるに札 刃先に大きな欠損や帝樺が生 じないよう 刃先に作用する負僻をでき

るだけ均-にする必要がある 1刃当たりU)掘削断面恥 ;等しいBL合でも､刃先の位即に

よ･)て負荷は相違する可能性がある 刃先の位世が負荷に影響する要因として 切削速度

や自由面の多少などが挙げられるが.ビット全体の刃先数を決める指針がほぼ妥当である

ことを考慮すると.上記指針に根本的な間違いはないと考える それぞれの刃先に作Jnす

る負荷の測必 ま実質上不pl能feため.必本的には上記の指針でビットの製作を行い,美際

の使用結果を題に.刃先の欠損や摩耗が大きなところの刃先数を岬やすなどの改良を加え

ることが現実的であると思われる 従来鮒 乍したビットでは最外周や先端にある刃先の欠

損や摩経が大きい僻向を示 した

当然のことながら.それぞれの同心円上に配鑑する刃先数は刃先開拓馴こよって炎なる
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刃先配列の設計法としては 刀卿 隅 を大きくして各同心円上の刃先政を多(-1るものと,

刃先間隔を小さくして各同心円上の刃先数を少Ieくするものとが考えられるが.いずれの

方法がビット性能に関して有利であるかは不明である しかし.上述のように,刃先ri順

は許容最大値の ｢2僅度以下に改定するU)が無難であると思われる

刃先がビット本体上で偏って配置されると.ピットが偏心運動する括弧 JJ先に過度の

負荷を与えて欠航を生じさせ ビットの性能が低下する可能性がある したがって,L-,

トの回転が円軌 こなるように 刃先はできるだけバランスよく配置することが肝習である

と考える.

3.6.3 設計例

以 トの指鍬 -毒づいて まだ掛 穐 軌 ｡ない此径が 2】59LTLn(8-1/2m )のPDC全断面

ビットの設計を行った (Eel3-52) このヒットの刃先敬は 8t佃で,J)先間隔は従来のビ

ットとほぼ同じ 3-4ntmである このr順 はビット全体の刃先数を決めるのに用いた基準

ヒット (外径 9813LVB,内径660mEI)の刃先間隔とほぼ同 じため.各同心円上の刃先敬は

計軌 こよらないで半径を糊零 して定めた 刃先付きLqL高さおよびアニュラス間矧 1従来

の経艶を盛に･それぞれ刃先径Q)1/2(665m)と l･5rumに設定 した ビyト台金形状.ジ

ャンクスロット･ウォータウェイおよびノズルはビットメーカの設計による直後 98.13Z..D

の全断面ビットを参考としている

3･6.4 本節の総括

本節でH.室内および現場梶別実験に用いたビッ トの設計データおよびそれらビッ

トによる実数結iLiを基に･硬岩馴 J用Pr)Cビyトの刃先敬･レーキ角,刀btrEElGTl,ビッ

ト本体W,状および刃先配列に関する設計指針の試薬を検討 したCまた.これらの指針に盛
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づき･lFIL径が215 9mm(81′2川 )の全断面ビyトの設計をfTった

設計指針の検討において･例えげ刃先の(相 が刃先の負荷に及ぼす影響など考慮でき

なかった要茶が存在するため･本節で梢糾 した設計指針け完全なものではIj:い しかし.

硬岩鮒 胴IPr)Cビ yトの掛 乍は･般計U)参考J･/Eる盛碇データや現場での乗組がきわめ

て少ないので･本姉で提案 した設計指針と石軌井など比較的軟岩の鮒 Ji=用いられている

PI)CビットU)設計デ-夕などを総合 して行うのが最善であると考える

3.7 結 言

本革では.比較的軟質な岩石の胤剛に限定されていたIJ】)Cピントの適用範囲を拡 -̂し.

地熱井などの硬岩を凪別できるビットの開確を目的に,軍内および現場指摘は 験を実施 し

た

硬岩用PDCビットの設計データを得るため.先ず室内において直線即 日実軌 回転如

削実験および耐久試賢を行った.切削英崇では.レーキ角を一10 -一10 の範周に変化さ

せたビ yトを用いて数種類の岩石を切付)した結果･岩種にかかわらず切削抵抗はレーキ角

-)0 でほぼB,J､となった また.′くyクレーキ角とサイ ドレーキ角を 10 - 20 の範

囲で変化させた外径 98▲13LFnlの市販および新型刀先コアビyトを用いて安山岩難や花樹岩

を掘削したところ.-10 あるいは 151のパッJ/レーキ角およびサイ ドレーキ角が蛎削性

紘 (船遊率や刃先強度)に摩れているとともに･花樹岩のような硬岩の剛 比 おいて.新

型刃先は市販刀先に比べて摩れた性能を示すことが判明した さらに.上記楯消rJ実襲用ビ

ットと同径で 2つU)レーキ角を-5 --】5 に変えた新型刃先コアビットを用いて花向岩

に対して耐久試験を行った結果,レーキjll-LO あるいは 15 のビyトはレーキ角一5 の

ビットに比べてほぼ同一の僻越率を得るのに顔する荷_TFilと トルクが小さく.耐久性に健れ

ていることが推定された.この耐久試験で札 PDCビットの性能に及げす刃先数の影響

も検討した その結果.外径9813rruTl,内径66On'n程度のコアビットの場合.庇径が 】3JT...n
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tl)刃先ポ佃で壬凋 =･の据別において十/,)Ij:性能が得られることがわかった

室内実験にJlりⅠJDCビットが硬岩の掘削に適用できる見通 しを得たため 次に花摘岩

採石場および'Jg際の地熱井において掘削実数を行った 花尚岩採石勝 二おける実験では.

外径9813mmの市敗および新型刀九コアピントと,従来から硬岩の掘削に用いられてきて

いる同径のサーフェ-スセ ットダイヤモンドコア ビyトの耐久性能を岩和 した 平均掘進

刺 ;I5-63C爪ImLnの範凶において･市販刃先,新型刃先およびダイヤモン ドL/ットの

擁消rJ長はそれぞれ 2391271･lO5mで,PDCビットけダイヤモン ドビ,トに比べて2

倍以上の成標を示 した また･耐久試験後の刃先摩耗状態の観釦 らゝ 新型刃先はfTl版刃

先に比べて刃先の欠損や樫托が小さく･刃先強度の点で優れていることがわかった'さら

に.この実験結果を基に舶削コス トを試算 したところ PTjCビットは掘削深度が増加す

るとダイヤモン ドLJットに比べて綻済的になることIL pr)Cビy卜が広く使用されるに

はビットコス トの低練が必要であることが示唆された

新エネルギー ･産業技術総合開発機経の肘折節 且岩体実教場に娩削きれた FlDR-2および

HD日 射 こおける掘削実額では.外径 2L51mm,内径 1016mmの新型刃先コアビット4個

の性能を評施した その結果,深度約 J600-Ⅰ900m.地膚温度約 250Cに連する比較的硬

質な息 盤 の花 陶D:l禄 岩 の 蛎別 にお い て. PDC ビッ トは 平均 掘進 雫 073-

136cm/M (0J卜 0182q/h) 掘削長49-tOOnlの成軒を示 した この成鰍 も J6実験場

において使用された同径のサーフェ-スセットダイヤモンドコアビyトの成耕.掘進率

05ト 068cnl/n川(031-041m/h),掘削良 19-17mに比べて摩れていた｡ また. pD

Cビッ トのコア同収率は 90%前後で.非常によい成練を示した.本実戦胤 こおける掘削

央削 らゝ.開発 したPnCビットは地熱井に賦存する,き穀を含む高温 ･硬質な岩i.の掘

削に適用できることが確認された

最後に,上記室内および-/イール ドにおける掘削実験の総括として,硬岩用l⊃DCビッ

トの刃先数,レーキ角,刃先IE順 .ビット本体形状および刃先促列について設計指針の散

策を鍵来 した
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以上 本音に,i-=した掘削実験耗加 らゝ明らかな 上うに 地熱井のような硬岩の掘削に過

用できるPI)Cコアビットを開発1ることができた 特に,外径215.1mmのPDCコアビ

yトは直ちr実用化が可能である 実際に･麻 且岩体実敦場の HOR13井の実験に用いた3

個のビットのうち2個は新エネルギー ･産業技術総創 凋発韓梢が製作 したもので.高温LH

体エネルギー開発の実験という範頼ではあるが 実用化されたと妃ることができる 班念

/Eから 現TEのところこのよう/亡大口径コアL/ットの需要li少ない｡ しかし.我が国でi)

計両が提案されている.深度約 10km以 Lに達する学術ポーリン//34)では.深部地殻の学

術調査の観点から多量のコア採取が必紫になると考える 既に地熱フィール ドにおいてそ

の性緒を確認 した本lJDCビットはこれらのコアリングに寅献できるものと考える

柁佃岩採石場で用いた小｡径のコアヒットも.サーフェースセットダイヤモンドコアビ

y卜と同等以上の性能が得られる可能性がある Jトロ径のyイヤモン ドコアL-ットの樹合.

サーフェースセ ットタイプJ:り･インフリグネイテッドタイ-/の方がビットコストがやや

低廉で,-椴にヒット寿命が大きいといわれている PTjCビットの実用化のためには

今後二のビットとの性能比較と.ビットコス トの削減が必要であると考える

l'L)Cビットを坑井の掘削に広く用いるには.全断面ビットの開発が不可欠である こ

れは コアを採取しないノンコアボーリングの加 ;坑井の掘制作等能率が高いため.地質

訴査井などを除いて.今 El掘削されているErL井の多くが全断面ビットを用いて行われてい

ることにJ:る 本論文ではコアビ ノトの研究についてのみ述べたが.その後に実施 した全

断面ビットの研究では.現在までに花尚岩に対する室内実験において.直径約 】40qulのビ

yトが掘削長で約 26皿の惟能が'/.iられている 35 また.直径 66山爪の全断面ビットがIE騒

LLiの娠別において掘削点で約 50mの耐久性を示 していろ (未公表データ)｡さらに,この

研究ではL/ットコス トの低減も目指 しており.本草U)研究で用いたビットに比べ,1/3粗

磨 (正味削減分)のコス ト削減にも見通 しが糾られている (特許.q廟中) 今後の裸頓と

しては,硬岩椀剛に対するさらなる性能 (掘進率と耐久性)の向上と,コス トを削減 した

ヒットの信頼性の確認が必要である また,ドリルビyトは高い信新任が要求されるVjで.

ll341



フィール ドテス トや使用実練を横み盃わる･g腰 もある.このような検討課哲を可能な破 り

解決 していきたいと考える

本草で述べた研究および上記全断面ヒットの研究は･硬岩蜘 Jに適用可健なPDCビッ

トU欄 発という軌如 ,ら.且 こ花慌岩切を対負として実施 してきた.輩か )今Elまでの実

崇維矧 こよると 花南台は比較的庇径の人きい石英性を含み.ビyトの胞進率と耐/̂性に

関して広t,振別しにくい岩石の ]つである 例えば･実験で用いた花踊岩と同程度の一軸

lf縮強度を有する安山岩の場合･pL)Cヒットの掘進率と耐久性は花IAI岩に比べてかなり

向 ヒうるものと推測される このヒッ トが花組岩のような研磨性の著しい硬岩に広く実用

できるかどうかは不明であるが.花樹岩を叔削できるビットの開発を目指すことにより.

花偽岩以外の中便～硬岩を効率的に斬 りできるビットが開発できる可能性は十分にあると

考える

また このヒットは刃先自体の性能とビ yトデザインによって掘削性能が決 よるといっ

ても過言では小 ､ 刃先性能向上のための研究開発が枕が国や米国を中心に進められてお

り･現時点では入手できないが.従来のものに比べて耐熱温度や硬度に健れた焼結ダイヤ

モンドが開発されつつある 加 さらに.2つのyイヤモンド屑を有する新構造の刃先も

考案され 従来の刃先よりil久性に飾れていることが報告されている 】;- このように.

高温 ･高圧技術の進展により今後一刀先性能のいっそうの向上が期待できるので.PDC

ビ ットはローラコーンビットのようにはIf完成域に達しているものではなく.まだ開発段

緒のビットであるといえる したがって.将来このビットは岩盤掘削用E･ットとして発展

することが期待できる
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&31 /(ックレーキ角およびサイ ドレーキ角が抽准串に及ぼすJEf

(B20.S20ビットの掘進串を 1としたときの相対娠進串を鼓に示す)

50 80 日0

拐20･釦0 (.8.7cLhn.n… 6.7cL.minH ,2.7cL.min, ･

uZ0530 0.83 0.77 082 0.81

t120,S40 0.58 0.55 0.58 0.57

I130,S20 U.67 0.70 0.76 0.7L

J33O.S3O O.60 O,61 1),6t 0.61

Li30,S40 U43 0.44 0.46 0.44

L140,S20 O,54 0,51 0.48 0･5I

l140,S30 0.40 0･41 0･42 0･41

L340,S40 0.27 0･27

lJZu.S20･lIackrilkĉ F)gle--2U-deg,Slder8kê r)gleeL120ィIeg



妻3-2 il久井牡に用いたai畢刃先コTビットのパ ックレーキ角,

サイ ドレーキ角および刃先敦

Backrake Siderakc Nn.OT

Angle(de苫-) n̂gle(deg.) Cutters

l -5 -5 12

2 ･lO -IO lZ

3 -15 115 )2

4 -)0 -10 8

表3-3 供洪岩石の機械的性質

(上段は切削rR･鼓,下段は掘削文政 ･il久戟故に用いた岩石の位である)

Rock S.(Ml'il) S.(MPa)

AklyOShiMarble
59 4.4

74 J_9

(997 (715
186 83

(179) (9･9
144 7.a

(I78) (9.8

SanjorneAr)desile

Shitlkomatsû ndesile

SonCranile

S.:UT"aJlalColq )TbSiヽeStrength.S.:TeOsilcStTYl)gtL)



JZ34 各ビットによる瀬rM実tを行った孔)-と薙卓

En tbrehole I)cJnJ)(m)

SurfacトSetNo.I
0ヽ.1 0.00-1.00

.TYo.5 0,]5-9.00

SLlrfJ亡e-SetNo_2 0ヽ.2 0.00_I9.15

CtIAヽCrLtionalPDC
0ヽ3 035_22.75

0ヽ.1 0.]5-1.65

0ヽ.1 1.65-2I.IO

衣3-5 耐久ttlkk一見のまとめ

ui･ L芯.a;H I(ohu)円 (C.:/a::.., tYEf,ht ?,pp?.7

SUrruCCISct LO.5

1YD.) (日.6)̀
2.77 6.3 1.9-25.5 200

CoIIlM1jonal 23.9

Pr)C (25.2)+
6.70 5.9 1.8-2l.9 50

ヽe≠ 27_4

P1)C (31.2)I
LO15 1.5 1.8-29.1 50

+Ttl" L.EDLKm .J,JuJIZ.L血 IJdttkdumbiLit)16tSTorAohFrlDiLe

ibthelAlMrlLOnlRerLbtrKLdlEStS.



表 3-づ JtDJZ-2井における掘削実挨結果のまとめ

Depth]rI/Out: 1905.01日909.90m

LJenglhDriHcd: 4･90m

CoreLength: 4･45m(CoreReco､･cry91%)

Rots)tlngHours: 6.0h

Meanl'enelmtlOnRille: 1･36cm/nlm(082mnl)

Rt山 rySpeed: 27rpm

BllWe唱ht: 5･91118kN

RockDrl=cd: GrJnOdl0rilt･

FtlrrTliltlOnTenlI)･:
About260-degC

BeTltOnileMLJd

(S.G.:Loヰ.F.V.:33sccDTllllngFluld:

F一owRateorMIJd: 1.0mJ/min

Mudl'rcssury: 2.ト2.7MPa



衷3-7 1心R-3井における奥書tf

No･ J}it DeF,th(m) MethodorCoping

I )mprovedPDCNo･J I627･00- Convenr10nalCoriTlg

2 ImproyedPT)CNo･2 1641100- 0rientcdCoring

3 ConvenlioniLIPl)CNo) 1716･OtJl 0ricntedCoring

4 SurrilCe-SetDlamOr)d 174).00- 0rLentetJCuring

Convcntiol)iIIPt)CNoI

(kerurl)

lmprovedPt)CNo･2
rRerunl

)755･001 0rit"tedCoping

l9U2･00- 0ricntedCoring



表3-8 HL)R-2および EIL)か3非における掘削実牧結果のまとめ

･o･ Bi- D(enT;h L認 h H(o:,rs (Rmn/the, Rc;oô:,cn一 ?,Ppe:3 て諾 ■ p;;S.S,Li:;e Ren･arks

1mprovcd
Pl)CN0.1

Con,Llrl(lOl柑l川r-1]g

:……;二;2~ 2134 5･5 O･43 88 27 2-98 2- ･S cr:,uc'霊 :.[::.(:""LLntOr
lVeJlr･ilbout5%

5.00 7.5 067 93 27 2-69 23-3.0 OrlerLtedrt)rug
ド;lJlurco†5llT)C､S

5,04 9.0 0.56 89 27 ト78 2.9-3.2 0T- tedtwr"堤

4,74 13.17 0.36 96 33-55 l-98 2.6J.5 0rHmId川rmg

6 完:.n.Y(Csti,0.:.?,L :;5,;:≡;- 4･28 ･2･.- 35 9,･ 25-3O - ･･8-2･5 Fvar:.lEn7.ccpEbroC三.rJIigtyu

8 kn:TZr;.tic:M , :;:言::00- 5･00 12･0 0･42 88 20-3- 98 2JH ･8 Evar:'fu,n:tee.ti,foeD:蕊

FHO昌tie_n2t.io'"● ;;3;:0,:~ 4･90 6･0 0･82 9･ 27 611･8 2･･12･7 :vo::芸 .I.OoT.i:■6C.OqIrg
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市販刃先の状態 新型刃先の状態
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図3-32 頼削実鼓後の新型刃先 Pl)Cコアビッ トの刃先状態
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第4章 結 論

4.1 本研究の総括

Jt=論文で托.泥細粒故地別の能率向上をEdる基礎的研究 として.坑底状況 (岩石軽度お

よびローラコーンビットのJJ先度托状駿)を推定17J技術と手兵岩用PL)Cビyトを開莞す

るたV):'実施 した室内および現沿海如実鞍訪米について述べた 本研究から得られた成果

は各帯ことに以下u)ようにまとめられる

簡 】やで.'1.他軌井や石油井などの掘削rx;練を桐 べて.花札他殺胞削;~おける技術硯背

紋也 レU クリ掘削用ヒyトの適用範囲を示す ととま,に.Iで抑地殻触削技術における と記

2つ{)榊'JTEq)位閉づけを論 じた

第2題の第 1節では.ビット荷屯 トル//お よび況進軍まを姐に.岩石鮮度おJ:ぴビット

J)刀肘F.'.I,8状態を推定-r~7)方法の開催をH的Ir,刃先F望rLlL憶の舛なるミル ドツースタイ

フローI7｢-ンL:ノトを用いて軟便13iJ)LLH]:-対して掘削文粍JL_r･rTつた 本筋では先ず

udJ.掘削におけるエ不/レギ-について軒理するとと手,｢ 紹束の研究結果を調べて英検デ

ータの繋理方u;を検討した その結果,LJット僻鴨/･, r,レク7､おたび掘進率 U の一般形

はそれぞれ J- d.8T d2.u ▲Vで表さzlることがわかった ここで.dと▲ヽ1まそれぞzl

ビ yト径とビ yト回転故である そこで これらの-7メータを用いて実験から得られた

チ- クを解析 した 次に.解析結果:=基づいて岩石強度をRう情報fr･検討したところ 単

位ビット繕､当''Lり･ピソト1回転当たりの舶別方向の布効Lネルギー Fl a/.＼dと 単位

ビット断面樺当たり.ビ y -1回転当たりのril転方向の有効エネルギーの2乗 (8Te/d=)三

とd)r'D隣が.7]先任托状態の影等の小さい 岩石強度i･強く反映 した情報であることが見

出さI.た そこで この関係.r=基づいて.岩石LT)触flIJ頻度D,twl'.1)/I F式のよう:-表した_

･】9ニト



0, 6JVT/上)I '_I I.
IOOOaI1000Fud-

(220.2-2L)

~こで.af-rtビ ト荷主.り第 1次作用線の傾き(I:k＼). a,tトルクの第 1次作用線の

傾きtI12い1, Vはビyト回転虫rrrt) 7.HlT功 し,レ'/lい れ r..'tイT初荷立lい1. a

は瓶進 軍(AJ"n). drj:ビ′ト径(A)-･','る き･-'∴ 岩石の艦刷強度D.ふiL'=.刃先吃托

状態を推確'する方法を樟討したEそUJ括りさ.E'ノトLr)刃先FF_托状態.i.D,と岩石のF入強

IR/.仙■aJ.LJSLti]転力向のiI効エネルギ-よrj求めf一比エネルギー5.1tlPa) D.と単

陀 ヒ ント符'̀;たりU)しきい荷室F,/d(い J)),I) とtfLI立ビット断面稚 '▲if'り･ピットI

ruF転当7Lりの しきいエネルギ18'r,,d:(い rI)とのr削,St･/{把捉十ろ二'r･により推定できる

ここかわ/,Lつf- こここ.I:,と'rL托しきいTp'i屯L･Lきい L,レ'/である｡また. /.とS,

:tそれぞれ次よこに上ケ こ与えr)zl.ら

1 : JVF･
I･=1000a r IOOOd"

18rV7こS･=両 前
(2-23)

帝2節では.ツースピット=･間鼓した推定 方法が /ン+)- トタイ7ローラコーンビyト

;-Jt.適用できるかどうfJ･を確認するため.刃先啓托状態tl)異/{るインサー トビットを用い

て紙Fllrk幹を行った_ソースビットの場合と同様､ー文集データを解析したところ.インサ

ー トヒyトで得られた結果はソースヒットのi)の と同様の傾向を示すことがわかったため.

上p'亡ノースビットL･･司様にこの結果を整坪 した その結果.ツースビノトで得られた岩石

強TEと7]先摩ft状坂の推定方法けインサ- トL/ットこi,ii糊できろことが碇謎された ま

た. y-スおよびインサー トビットの賀集結隻を基に.月先程托状態f/tり簡便に推定で

きる方法を接ぎtlLた この検討から.次Jtに7T;うk次元有効 ト,L,クTl.di･把握すること::

より.J]先任托状態を簡便に推定できるこJL･がわかった

11941



･d-dL -a,-荒a

ここで. a ,1.1.ピ ト/'l玉 ･トルクの第 1次nFflh･J)扱 きで.ちる 三･-3に.ペアl;/グ

塔托状態が岩 も0)掘削特化.=及ぼう影響を検討したごこ7).BSPJEIE壬での '{ア[)ング定托

.'t岩石の抱別格作.こ‡-iレん LIか菅を与えない ことが糾明した.ツースおよびイン小一 .-ど

ノト.こ上7/EFでは. I:'ノト回転汝や ど /ト径がLL:YJの掘削特化､二及【三十影書そ,Zllべ -'t･

その 掛 に, u F.LJ T-7ロ yト/)代わりこ~U .ヽ J･ d. U,.ヽ 8r/dJ7コ7.-を

捕.､るーと.-上って.岩石q:奴削特性:-Ii､fナビットEil転故やヒソト径の影守を鞍ね除き

IiiTJと ､'Jjl用性が確認 された ただし.4J美浜か,'>得られた結刃とは.従来報告されて■､

ろ尖鞍結L杜や理論式と完全.I.'i 敦 しなかっf これIt.L/ットlL･A転汝が増加1ると切屑

の l)1Jノティング/Jil:L:ろ確率が痛くなるこJ･や.L/ットがrF'門LでJ,▲ビ yト径が異なると

テサインが災/E7J均斤があるな_Llの月!由;=よると考えrL1る したがLつて.所定のビット

Lpl転軟とLJット得/)･ら絡らLlf-F d.t･U/,＼.8/ dJと･〝＼とu)開帳は他のLJット回転

故.L･LJッ ト符でLt円安⊥して見るべきであることがわかった

顎.j丘でIt.碓LJtji用PnCヒットをr粥発1るた〟):一7:施 したj''l11および現場娘削実験結

果を述べf- 1Jj:7>t).第 1節でEt.碓YfMPDCピソトの放言tデー タを狩るための直線

切刑文集.阿鞍ミ掘削実敦およびit久訣鼓を行った そJ)結果. レーキ角が-L0 --10 の

屯udでは,レーキPI10~で切削抵抗がほは最小に/亡るこ⊥.ハックレ-キ杓♪サイ ドレ-

キqlが 川 ～20 の範囲では掘進峯および刃先強蟹に関 して 10 あるいけ-15 が摩れ

て.･ろこと. .Fi の/(ックレーキ角およびサイ ドレーキ剛 i lO ;:比べて所定の海進箪

(,得るのに専 fるピソト荷重ヤ ールクが大きいことL･･明I)か とたった また.硬岩の掘削

で11刀先柵iEJ)異なる薪7-J刀先は市板刃先より刃先嶺安で据漣131の瓜で俸zLてV､ることと

外は9RITP.内托 hb【岨 程度V)コアビットの均合.iFf圭が 11 旭■の刃先8佃でも硬岩の掘削

:二お,て十分IIL十生itが行LL}iLることもわ1,.つt- 前2蹄で.1,PL)Cピソトのフィール ド

:'ij.11るFrtJu弛刷一一q)適用作を検:1するたV):I.外径 qN l.加 .内径 bt).Oh J)ダイヤモン
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ドつアtJノト 雨空刃先PnCコアビ･/トijLぴrh書i刃先r'DC.Jrビ ′トを用いてIE涌

きt;,f'琴;..i,l'..てil久jt集を文鳥L]L一 二Ll)試集,-い)開発したpI)rコアピ ソトEt従

1三から硬岩dT,昭削.=用L..られてきたJyイヤモ/ ドざ/'ビ /トに比-ぐこ21i以上の掘削長i･

示し ir)t托能:ニ関して俸LLてい7LIこ とlJ･Z.'かつ+- モた.q=竺tTJ先は市振刃先.ニ比べて

}]先の欠ifIか小さく.7]克強度.ニ侍れてい--)こL_L･ら托比でき1- さら.こ.この祐幣を基.こ

堀別コス トみ紋等Lたところ.PDCビ トは舶rlり】で蜜かJJ加するとダイヤモン ドヒyト

.LrJ辞済め;=1～7JとtL子,;二.こdTJビ ノトを亡(項用化する.二はilにど ･.トコス トの低戚!}･

ど牢であるこJ･が示哩 311T= 萌3琵け;上び市J諒でJt.Pr)ぐビ JトdJ地軌井掘削-め

清的I生/_Y評価するt dJにrTつた肘析高温岩11{犬･熊埠->-おける舶rEl]文集亀架を述･ミた 本7:･

斡称 '掘刺された Ll【州 2および ‖1M一3井:二おいて外径 215Ldm.内径 lOlfiqnU}市型刃先

pDCコアt･ -1伊を用いて実験i･行った紙製.こiL;'のL/ットpt汚TE的 IbOtト 1如lh.

地N且Jir約 250C:二&いる瞳盤の花樹閃紘ILiiの掘鰍 二嫡用できろこ>がIiT証された また,

I'[)Cコアピ ントの伽削成細 く触jLF_･f:.と脱剛度)I-Lダイヤモン ドコアLIγトJ)それと比較

してtJ仕れ こ.､fJことが明らかと1亡つた 弔5節では.室内Ijtび別格舶別実数の総括と

して.J]先攻,レ キftl.刃先間隔.ビット本†仰 31JこijtぴJ)丸皮列;~関して枚岩岡PD

CLJットの紋別指針の妖窯を促窯した

弔4やでltネ研究の総括を行うととも.I.研究成L畏dJTここ用Tt･今後の叔腹を述べた.

以 lq)i-)に.軍内.r=おける基年的/亡触hlJ'R敦.ニtり.坑内状況の リアルタイム把握技

f#V)正本とIE,-J.坑底;=おける岩石強度とロ-ラコーンビ,/トV)刃先貯托状態を椎を十る

方法/.･探針 l7Jことができた⊃モ1-_.室内お よび攻堵(:おける細則'E熊により.従束軟-

中庸古い制約されていたPDCビットの書用軽油を,コアIrット::ついては硬岩 壬で虻大

1ろことかできた



42 研究成果の応用と今後の課題

本研究によって開発 した坑底状況 (岩石強度 ビットの刃先畷托状態)の推定方法に関

しては 耳順 に適用できるかどうかを確認'げ ろことが今筏U)大きな疎頓である しか し･

24で述/<たように.本研究で偉寮 したローラコーンビyトの刃先離托状態の推定方法,

すなわち燕次元イT効 トルク(8TJ l:,d)に穎似する-ラメータT/Fが.実際の坑井収別

においてメ)先席托U)把握に七効であることが報告されている したがって.本研究結果は

現場での経験とオ盾 しないことから,本研究で提案 した岩石強度と刃先嘩jW 潤 の推定方

法は現場に適Iflできる可能性が十'))あると考えr'れる また.坑井の掘削分野のみならず･

例えば全断面 トンネル聴進胤 こよる岩触掘進などでも岩 石強度や刃先摩耗状態を把握~Iる

技術の開発が求められている したがって.これらの推定j油 が岩盤#.進のようIj:土木分

野に壬,適用できるかどうかの検討 t,雪すると考Kられる さらに.今役の訣鱈として･上

記方法によって岩石強度や刃先摩耗状態が推定できるメカニズムを解那-4ることも盛要で

あると考える これらに加え.例えば,掘進率.ビノト荷重お上び トルクの 】粗のデータ

から岩石強度と刃先喋托状態を把掃できる簡便な推定方法U)開発も必要である

以上のように.坑井掘削においてl文11-)に′J;したようなホ71度な制御を実現するには 今

後解決しなければならない弧頓 も多い これらの課官解決のために研究を継続 していきた

いと考える 坑井の挽削u数千 mに及ぶ地層という複維 ･多様な物質を対象としており･

圭r-.地域によって地温勾配や地下流体条件などが射 ヒする したがって.できるだけ的

確に現場チークを解釈するには,様,Tな地削事例の解析の積みiEねも鬼婆であると考える

最近,坑井細別中に得られたビット荷風 トルクおよび掘進率などのデータは記録 ･保存

されるようになってきているが その解肺 rほほと/LJど手が付けられていない 今後.本

研究から/t与られた成果を用いて現場データの解帆 =JL,冶手Lたいと考える

本研究で開発したPTlCコアビットの;柴掛 ま実Jll化である このうち 外径 2E51mm,

内径 LO16mmのPDrコアビットは直ちに実用化が可能である 実際に,痛温111体実験場
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7日 u)R3井J)東泉J恥 や ビットは,茶iR苫件エネルギー開発 の実敦 Lいう範rlではある

がまm的.~他用され′- また 我が国で王】汁桐が鉛筆さ11ている.学府･iL リングなどにお

いてTl.花耗他殺･/)学術鞘丘の牧人から多JLのコアfC取が必℡:ーなるとS,えろ 鑑に地チ冬

フィーJLLJ:ニおいて1･TJ牲能を托諾した).i.PL)Lビ･/トはニzt=qJコIrJンタ.'貢献JT･き

る'JJT}>考えろ

花他省trE埠で恥 ､f･′トn往q)コアLJノ､子一 ダイヤモンドコアピ ン ト′同等以 ヒの性

能が糾T,zLる可能性がある 小口径J)yイヤモンドコアヒノ hJ)18分.イン71)グネイテ

I/ドタイプJJ,～-がサーノェースセ ′トタイ7よりコス トがやや低Tfで.一眼にビット寄食

IJi大きいとい4'Ztて ､る 小口径PD(コアビyトの芙用化V)T.-めには.今後このビット

とd)性能Jt按と.ビットコストの削減がど要であると7(,える

pDCビ ットを坑井J)掘削:-広く削 ､ろ卜は.全tljr面ピソト7欄 鞄jTjL不可欠である 人

a文でiLコー/L/ットの研究:ーついてQ)み述べたが.そLlJ便.二'̂施 している全断面ビットの

研究 一̀f-3いて書,.IE髄-i;派別時の耐久性能が席krr札Lしていろ また,こU)研究では本

`̂:/TFl.､オーLj/ト.ー比-.l/3程Jf (正鴫削減分)のコス ト削減にtlR通 しが終られてい

る しかし.fれて手,/亡お.二のビットJ)コス トItL'-7コ ンビyトド比べて高い し

たがって Pt)C全断面ビットの将払い尖用化に卜L 碓肖舶削;-.おけるも-)一段の耐久性

F丘JJ向 上が必蟹である 花由Laiの tうf亡研腔Mの著 しい碓質/亡岩石tl)触別にPL)Cピ ソト

が広くf･用 こき7Jか V うか;-1不明であるが.花尚貸地削.こお.Tる耐久性徒の向上を目指1

-と;:Jlり.少1亡くとま}安山岩顎trどの硬質tj･LS百の姫剛に瀬用できると ′トが開発され

る可能性L~t十分r7)る>考える 今後 宇内冥額に t-)て耐久性能のい,'そ )のrl'.】上を図る

と_L･t,:-.フ ィー/レドテス トを実施 しこいくT･定である

Jt近 Cu_な _L'の地珠環境間頓.=対処iるため.地坪工手ルギ-/ltどV)I/リ-ンIi再牛-可

能て (.ルギIU)甘実1.LL閉篭が求めrjlしていろ 特に地軌エネルギー開発においては触削コ

ス トJ)F■り減がその発展を左右するといって王.過吉で托 ILい ミた,1項部地殻を学術的に91

丘 I-7Jことは.地積桝歩や火山の生成過程′Eど0)解明 L･いった地球fl′子に突献iるのみ′亡
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I,-1L.払如 7:-iEや田t純金などの観如 "I,まれ雪である し1-か1て 従k･U)掘削技術を

阜削 るよう1滴 しい触剛技術J)検討手,きT)わてg摺 である>与える この よう,}Lt技術の

開苛は在官乍d)掛 ､連携/亡くしては不可能であるレ考える

坑内状況U)I)ア'.,タイム把捉技術 レいった鮎刷技術U)高度化,掘州用敬材 (掘削淀水･

ピソト ＼N r)システムなF')の耐熱性 ･ilĴ椎J)rEl上および新掘r)･J技術の開発は･ エ ス

ルギーや環椎間笹への対処の71ならず作部地殻の≠恥訴首/亡どQ)観点から三･きわめて重要

な現世であると考える 圭た.肘 -述べたよう:: 坑井J)I納 Jft地層 L'･､う花碓 ･多様な

物質み対'毅として･､ることに加え,他 生勾配や地下流体条件′Lhどが地域:こよって異なるた

め.その作風 i揮験工学的な面に多分に依存している 将来. ~のようfE坑井掘削技術の

普,JJ化.体系化を国ろ努力ま必要でkろう 今綾と-,,. これらの配馴 紙 にpT駐tL限り放

り組んでいきf-い
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