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ＢＣ掘削機とは

ＢＣ掘削機のＢＣは”ＢＡＵＥＲ Ｃｕｔｔｅｒ”
の略で、地中連続壁工法やＣＲＭ－Ｗ工法に用いる、
水平多軸回転掘削機です。

地中連続壁工法とは？
①安定液を使用して掘削機で地中に溝を掘削
②掘削した溝に鉄筋かごを挿入
③トレミー管で水中コンクリートを打設

①～③を繰り返し、地中に連続した壁を築造する工法



地中連続壁の掘削機の種類

バケット式掘削機 回転式掘削機



ＢＣ掘削機ラインナップ

BC３０
２Wheel Suspension
System

BC３０
４Wheel Suspension
System

BC３０
HDS-１２０
Hose Drum System

MBC３０
Mini BAUER Cutter
Crawler mounted

CBC40
Compact BAUER Cutter



ＢＣ掘削機の仕様

２ホイール ４ホイール

最大掘削深度（m） 60 80（100） 120（150） 100

掘削幅（mm）

壁厚（mm） 800～1800（2400）

カッター重量（ｔ） 40

カッタートルク（ｔｆ-ｍ） 2 × 10ｔ

100ｔ 150ｔ 100～150ｔ

油圧システム（kW） パワーパック（570）

ホース・ケーブルシステム
２ホイール

サスペンション
４ホイール

サスペンション
ホースドラム

システム
ホースドラムシステム

6.5×5.8×4.9 4.9×4.1×4.8

ＣＢＣ４０

ＢＣ３０

機種

ＭＢＣ３０

ホイールサスペンション
ＨＤＳ クローラタイプ レールタイプ

パワーパック別

2800

640　～　2800 640　～　1500

ベースマシン

パワーパック（430）

クローラクレーン
専用クローラ

パワーパック（430）

26～40

2 × 8ｔ

17～20

掘削機寸法
高さ×幅×奥行き

35.0×6.0×17.0 32.3×7.0×16.5 24.2×9.0×13.2 18×7.4×7.9

50（58）

専用クローラ レールタイプ

ホースドラムシステム



適用地盤

150㎜ 150㎜ 泥岩

以下 以上 軟岩

ＢＣ掘削機 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

ﾊﾞｹｯﾄ式 ◎ ◎ ○ ○ ○ △ △ ―

回転式 ○ ◎ ◎ ○ △ ○ ◎ ○

衝撃式 ― ― △ △ ○ ○ ○ △

密
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掘削機　　　　　　　　　土質

砂礫・玉石 岩盤
粘
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土
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Sheet1

		機種 キシュ		ＢＣ３０						ＭＢＣ３０				ＣＢＣ４０

				ホイールサスペンション				ＨＤＳ		クローラタイプ		レールタイプ

				２ホイール		４ホイール

		最大掘削深度（m） サイダイクッサクシンド		60		80（100）		120（150）		50（58）				100

		掘削幅（mm） クッサクハバ		2800

		壁厚（mm） カベアツ		640　～　2800						640　～　1500				800～1800（2400）

		カッター重量（ｔ） ジュウリョウ		26～40						17～20				40

		カッタートルク（ｔｆ-ｍ）		2 × 8ｔ										2 × 10ｔ

		ベースマシン		クローラクレーン						専用クローラ センヨウ		レールタイプ		専用クローラ

				100ｔ		150ｔ		100～150ｔ

		油圧システム（kW） ユアツ		パワーパック（430）						パワーパック（430）				パワーパック（570）

		ホース・ケーブルシステム		２ホイール　　　　　　　　　　サスペンション		４ホイール　　　　　　　　　　サスペンション		ホースドラム                   システム		ホースドラムシステム				ホースドラムシステム

		掘削機寸法　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ×幅×奥行き クッサクキスンポウタカハバオクユ		35.0×6.0×17.0		32.3×7.0×16.5		24.2×9.0×13.2		6.5×5.8×4.9		4.9×4.1×4.8		18×7.4×7.9

										パワーパック別 ベツ





Sheet2

		地中連続壁は、地上から地下の壁をあらかじめ構築するもので、その技術導入と同時に、各方面で用途開発がおこなわれていた。


壁としての機能は、土留め壁、止水壁が求められ、構造的機能・止水機能は他の工法の追従を許さない。さらに、構造ジョイントを設けることにより、いわゆる地下室の耐震本体壁を、地下掘削前に作ってしまう施工方法も多く用いられる。

施工法は、場所打ち杭と同等であり、その発展の過程で施工品質管理に重点がおかれたため、場所打ち杭と同様の支持力が期待でき、また、平面形状を任意にできるので、断面剛性が非常

		地中連続壁工事は、大型特殊機械を多種利用するので、 一般に下記項目に示す項目が網羅されている詳細な施工計画が必要である。





Sheet3

		掘削機　　　　　　　　　土質 ドシツ		粘性土		中位砂		密な砂		砂礫・玉石				固結シルト		岩盤

										150㎜		150㎜				泥岩		硬岩

										以下		以上				軟岩

		ＢＣ掘削機 クッサクキ		○		◎		◎		○		○		◎		◎		○

		ﾊﾞｹｯﾄ式		◎		◎		○		○		○		△		△		―

		回転式		○		◎		◎		○		△		○		◎		○

		衝撃式		―		―		△		△		○		○		○		△











カッター構成

Ｘ方向上部ガイドフラップ

Ｘ方向下部ガイドフラップ
マッドポンプ

サクションボックス
カッタードラム

Ｙ方向下部ガイドフラップ

Ｙ方向上部ガイドフラップ

リーマープレート

カッター側面図 カッター正面図

Ｘ方向

Ｙ方向



●横倒れ機構付きティース
カッタードラム取付け部の掘り残し地盤は、横倒
れ機構付きのティースホルダーとティースによっ
て掘削するので堀り残しがありません。

代表的な特長その１

,,,

サクションボックス

ショックアブソーバー

横倒れ機構つきティースホルダー

横倒れ機構つきティースホルダー

リーマープレート

リーマープレートリーマープレートリーマープレート



●あらゆる地盤に対応
地盤に適した各種ティースの選択、抱え上げた
巨礫や岩盤を破砕するリーマー機構を有するサ
クションボックス、カッタードラムに装着したショッ
クアブソーバーによって硬質粘土から岩盤まで
オールマイティーな掘削が可能です。

代表的な特長その２

リーマープレート

サクションボックス

ショックアブソーバー

ティースホルダー

ティース

リーマープレート

サクションボックス



●玉石破砕状況

特長



BC３０
Wheel suspension System

２Wheel



BC３０
Wheel suspension System

４Wheel



BC３０
HDS-１２０
Hose Drum System



MBC３０
Mini BAUER Cutter

Crawler mounted



CBC40
Compact BAUER Cutter



CBC40
Compact BAUER Cutter



CBC40
Compact BAUER Cutter



CBC40
Compact BAUER Cutter

ＣＢＣ４０の特長
・専用クローラでコンパクト設計
・高い掘削力（高カッタートルク）
・低騒音型油圧パワーパック
・大深度施工が可能（ＨＤＳ100）
・大壁厚施工が可能（最大2400mm）
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