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FRD ドリルジャンボ自動化の歴史

昭和５８年（１９８３年）金剛山トンネル

西暦 出来事 台数

1970年代 油圧さく岩機の開発 ―
1977年 油圧さく岩機搭載ジャンボ ―
1983年 全自動ジャンボ 7台

1998年 全断面ナビゲーション(DNS) 6台

2000年 自動追尾式余掘低減システム 22台

2014年 ドリルNAVI 46台

2020年 ROBOROCK® －

※2020年11月現在

Drill Navigation System



FRD ドリルジャンボ自動化の歴史

昭和５８年（１９８３年）金剛山トンネル

全自動ジャンボ １９８３年



FRD ドリルジャンボ自動化の歴史
Drill Navigation System １９９８年



FRD ドリルジャンボ自動化の歴史 ２０００年



変化する切羽を安心して施工できるシステム

穿孔位置の
ナビゲーション

1.ドリル NAVIGATION

穿孔長制御
切羽制御

2.ドリル EXPLORER

穿孔実績記録
岩盤性状記録

データ相互通信
情報収集、共有、更新

3.ドリル NET

２０１４年



２０２０年全自動ジャンボ J32RX-Hi



IREDESについて

ドリルジャンボ自動化の歴史1
2
3

IREDESについて
全自動ジャンボご紹介



IREDESについて

International Rock Excavation
Data Exchange Standard

・2000年に鉱業の大手企業によって設立
・採鉱設備とオフィスコンピュータシステム間

のデータ規格統一を目的としている



IREDESについて

International Rock Excavation
Data Exchange Standard

2019年入会



IREDESについて

International Rock Excavation
Data Exchange Standard
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全自動ジャンボ J32RX-Hi
●穿孔の自動化により、一人で高精度な穿孔が可能
●作業員の安全を確保し、作業効率がアップ



主要仕様
ドリフタ HD250

全長 16,350 mm

全幅 3,140 mm

全高 4,010 mm

総質量 52,000 kg

電動モータ出力 3 × 75 kW

エンジン出力 160 kW (Volvo）

全自動ジャンボ J32RX-Hi



高出力ドリフタ HD250

HD250
DRIFTER

形 式 ＨＤ２５０

質 量 １７９ ｋｇ

全 長 ９９６ ｍｍ

全 幅 ３０５ ｍｍ

全 高 ２４６ ｍｍ

ドリルセンタからの高さ ８１．５ ｍｍ

打 撃 数（調整可） ショート ４５３０ ｍｉｎ－１

回転トルク ０～５７７Ｎ・ｍ

回 転 数 ０～２５０ｍｉｎ－１

作動油圧 最大打撃圧力 ２３．０ MPa

最大回転圧力 ２１．０ MPａ

シャンクロッドネジサイズ Ｒ３８，Ｔ３８

ビットゲージ φ４５～φ７６（φ１０２） ｍｍ

注水方式 ウォータスイベル式

水消費量 ６５ Ｌ／ｍｉｎ以上 （フラッシング用）

空気消費量 ０．２ ｍ３／ｍｉｎ（潤滑用）

潤滑油消費量 ３～４ ｃｍ３／ｍｉｎ

潤滑油 油圧作動油

ストローク調整 無段階可変

ダンパ方式 デュアルダンパ



電動モータ及びケーブルリール仕様

☆４００Ｖ／４４０Ｖのままで使用できます

７５kＷ

200mm2×100m



J32RX-Hi (3ブーム２ケージ ロングブーム)

J32RX-Hi
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幅 １４．２ｍ × 高 ８．６ｍ 断面

リニア中央新幹線等
大断面対応 (90㎡)



キャビン①

リフタブルキャビン
リフト長 上へ1540mm、前方へ590mm



キャビン②

リフタブルキャビン
穿孔運転席 走行運転席



コンソール

ジョグホイール

ドリフタコントロール
レバー

ブーム
コントロールレバー

ブーム切替等

CANポート

ブーム
コントロールレバー



制御盤 （エンジン系統）

走行操作パネル

アウトリガ
コントロールスイッチ

ケーブルリール
コントロールレバーライトスイッチ



トンネルラインの座標を入力

使用方法（オフィス側）

トンネルライン入力画面（ポイントライン）



トンネル断面入力画面

トンネルの輪郭を入力します。

使用方法（オフィス側）



ドリルプラン作成画面

穿孔位置を入力します。

使用方法（オフィス側）



ホールタイプ設定画面

15種類のホールタイプの設定が可能。
ホールタイプごとに、打撃圧や回転速度など詳細な設定が可能。

使用方法（オフィス側）



シーケンス設定画面

ブーム毎に穿孔順を指定します。

使用方法（オフィス側）



実穿孔 動画

全自動穿孔 動画



実穿孔 穿孔結果

全自動穿孔



実穿孔

チャージングケージーサイドダウン

穿孔ブームと干渉しないケージの位置



チャージングケージが使用できないデメリット

装薬
支保工エレクタ吹付機 FRD / J32RX-Hi

切羽穿孔

ジャンボ（ケージ無） FRD / J32RX-Hi

ロックボルト打設

支保工エレクタ吹付機 FRD / J32RX-Hi

ロックボルト穿孔

ジャンボ（ケージ無） FRD /J32RX-Hi

２次吹付け

支保工エレクタ吹付機 支保工エレクタ吹付機

支保工建て込み

支保工エレクタ吹付機 支保工エレクタ吹付機

１次吹付け

支保工エレクタ吹付機 支保工エレクタ吹付機

ずり出し

ペイローダー ペイローダー

ジャンボにケージが無い場合 FRD

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）

機械入換（１０分）



MWD結果表示

穿孔結果をオフィスＰＣで確認することができます。

データ活用（オフィス側）



ご清聴ありがとうございました！！

写真提供：大成建設株式会社様


