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北海道の新第三紀火山岩類を地山とする山岳トンネルにおいて、掘削から約2ヶ月経過した後

に時間依存性の変状が認められた。掘削時に採取された先進ボーリングコア試料を用いて、時

間依存性変状が発生した約25ｍの区間を含む110m区間において、岩石組織の解析、鉱物組成と

全岩化学組成の分析を行った。その結果、炭酸塩鉱物に乏しく、硫化鉱物・硫酸塩鉱物・膨張

性粘土鉱物に富む強変質部が認められ、それらと時間依存性変状区間は分布が一致することが

明らかとなった。また、強変質部は全岩化学組成を用いた変質の数値指標化手法により、異常

領域として検出することができた。これは、火山岩類地山のトンネル掘削において、切羽・コ

ア試料を用いた全岩化学組成分析を連続的に行うことで、時間依存性変状が発生する区間を事

前に検出することが可能であることを示している。 
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1. はじめに 
 
山岳トンネル建設における解決すべき課題の一つとし

て、掘削後に健全と判断された箇所に数日～数年の遅れ

で変状が顕在化する「時間依存性変状」がある 1)。時間

依存性変状は、施工中の内空変位計測などでの検出が難

しく、また、従来の地山分類、切羽および先進ボーリン

グコアの評価によっても、時間依存性変状を十分に検出

できていないのが現状である。一般に、時間依存性変状

の地質学的素因としては、掘削により解放される膨張圧

が主要であると考えられているが、その地山岩類は堆積

岩、火山岩類、蛇紋岩類など多岐にわたっており、時間

依存性変状の発生メカニズムについて、岩相毎に岩石組

織や化学組成などの関連性から考察された事例は少ない。 

北海道の新第三紀の火山岩類を地山とする延長 2995 

m の山岳トンネル（図-1）においても、切羽通過から約

２ヶ月経過した時点で、トンネル中央部付近の 2区間で

盤膨れによるインバートコンクリートのズレが発生し、

縫い返しによる変状対策が実施されている。本報告では、

トンネル掘削時に採取された先進ボーリングコア試料の

岩石組織の記載と、鉱物組成、全岩化学組成の分析を行

うことで、時間依存性変状の地質学的要因を解明し、火

山岩地山における将来的な変状可能性箇所の検出を試み

た。 

 
図-1 調査トンネルの地質断面図、地山強度比、地山分類、施工パターンと切羽評価点。 
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2. トンネル地質と変状区間の概要 
 
本研究の対象となった国道トンネルは延長 2,995 m、

基点側標高が約 150 m、終点側約 200 m、最大土被り約

330 m の山岳トンネルある。ルート上の地層は新第三紀

中～後期中新世の毘砂別溶岩・集塊岩層の上部層 2）か

らなり、掘削結果から基点側から安山岩溶岩・自破砕溶

岩（弱～中変質部）、安山岩溶岩・自破砕溶岩（非～弱

変質部）、非変質の安山岩溶岩と区分されている。支保

パターンは約半分の区間で CII パターンとされたが、切

羽からの湧水および泥濘化が著しいことから、全線でイ

ンバートの設置が行われた（図-1）。時間依存性変状は、

基点から 1,595-1,620 m区間と 1,700-1,730 m区間の 2箇所

において、掘削からおよそ２ヶ月後に盤膨れにより、イ

ンバートコンクリートに約 10ｃｍのズレが発生し、縫

い返し対策が実施された。本研究では起点側の変状区間

を挟む約 110m 区間から採取された先進ボーリングコア

試料を対象とし、岩石学的手法による解析を試みた。 

起点側の変状区間は、最大土被り部（290-330 m）にあ

たり、北海道開発局による先進ボーリング調査報告書で

は、RQD(5)は平均 99、坑内弾性波速度検層値はVp＝ 3.5、

地山強土比は平均 5.1 であり、岩級は CII と判定された。

記載の所見として、亀裂の少ない塊状岩盤であるが、岩

片は軟質で容易に細粒化・泥濘化するとされている。ま

た、掘削時の切羽観察においては、変状区間内に最大厚

10 m程度の強変質軟弱部の出現が確認されている。 

既存研究により、トンネル断面の応力解析から変状区

間は、掘削に伴う周辺地山の緩みと粘土鉱物による膨張

圧が複合的に作用したことが発生原因であると推測され

ており、コア試料の解析から、中～アルカリ性の熱水変

質を受けたデイサイトが、膨張性判定の指標値 3)となる

20%超のスメクタイトを含有することが、膨張地圧の素

因であると報告されている 4-5)。また、変状部における

先進ボーリングコア試料の組織および鉱物組成解析 6-7)

から時間依存性変状は、トンネル掘削による緩みに伴い

供給された酸素と水が硫化鉱物を反応することで硫酸性

水を発生させ、その硫酸性水が岩石組織を拘束していた

炭酸塩鉱物を溶脱することで、硫酸塩鉱物の生成と膨張

性粘土鉱物の含水膨張が促進され、時間遅れで膨張圧が

作用し、発生したと考えられている（図-2）7)。 

 

 

3. サンプル採取部の詳細 
 

時間依存性変状の地質的要因の解明と事前調査による

検出法の構築を目的として、起点側の変状部（起点より

1,595-1,620 m）区間を含む、1,560-1,671 mの区間から採取

された先進ボーリングコアから計60試料を採取し、薄片

観察による組織解析、鉱物化学組成分析、全岩化学組成

分析を行った。 

試料採取を行った区間の岩石は、暗色の包有岩（玄武

岩質エンクレーブ）を多数伴ったデイサイト質溶岩を主

体とし、暗色包有岩と同質の玄武岩質塊状溶岩と、両者

の中間的な組成をしめす玄武岩質～デイサイト質溶岩か

ら構成される。これらは、一連の火山活動で形成された

2種のマグマが不完全に混ざり合うこと（マグマ混交）

で形成されたと考えられる。試料採取区間全体で、膨張

性粘土鉱物のスメクタイトを主体とする熱水変質および

方解石を主体とする炭酸塩鉱物の脈～パッチ状充填が認

められる。一方で、変状区間付近には、数cm程度の硫

化鉱物脈が数条認められ、局所的な鉱化作用の存在が認

められた。この区間の先進ボーリングコアには、掘削直

後は健全であった部分が膨張した後、細かな岩片へと崩

壊する現象が掘削後から数日～数ヶ月以上の時間をおい

て発生し、33ヶ月経過した時点においても膨張・崩壊部

の拡大が進行している7）。 

 

 

図-2 岩石組織の解析から推定された時間遅れ変状の発生プロセス。①～② 局所的に硫化鉱物の鉱染を受けた膨張

性粘土鉱物に富む変質安山岩が、③～④ 掘削による緩みと酸化によって、岩石組織を拘束していた炭酸塩鉱

物脈の溶脱を引き起こし、時間遅れで粘土鉱物の含水膨張・硫酸塩鉱物の晶出、そしてさらなる緩み域の拡

大を発生させた。この酸化・溶脱・緩み域拡大のサイクルの進展により時間依存性を示したと考えられる 7)。 
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4. 分析手法 

 

採取した試料は、めのう乳鉢を用いて粉末化し分析用

の試料とした。鉱物組成の分析は、不定方位試料を作成

し、PANaritical社製X線回折装置EmpyreanにてCu管球、出

力40 kV、45 mA、測定ステップ幅0.0026°、スキャン速度

0.074° / secの条件にて測定を行い、同社製のHighscoreソフ

トウェア上でICDDによるPDF-2 2012データベースとの比

較により鉱物相の同定を行った。得られた回折X線プロ

ファイルから、各鉱物相のピーク/バックグラウンド比

を計算することで、鉱物含有量の定性分析を行った。 

全岩化学組成分析は、粉末化試料を塩ビ製リングに充

填し20 MPaで1分間加圧成形したペレットを測定試料と

 
図-3 回折X線プロファイルによる変状発生区間と健全部の鉱物種同定と比較 

 

図-4 回折X線プロファイルのピーク高解析による変質鉱物含有量の変化。赤点線枠内は起点側変状区間を、灰点

線は検出限界を示す。丸印は安山岩～デイサイト質溶岩を、バツ印は玄武岩質の暗色包有岩を示す。
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した。測定は、日本電子社製エネルギー分散型蛍光X線

分析装置JSX-3600IIを用いた。分析条件は、真空雰囲気、

照射径7 mmを共通とし、主成分元素は15 kV、0.3 mA、

120秒の条件にて、微量元素はCrフィルター使用時は30 

kV、0.1 mA、120秒、Pbフィルター使用時は50 kV、0.3 

mA、300秒の条件にて測定を行った。各元素濃度は、産

業総合技術研究所の地球化学標準試料12種とその混合試

料5試料の計17試料による検量線を作成し、定量した。

全岩化学組成分析値を用いて、Chemical Index of Alteration

（CIA：変質の化学的指標）8)および、 Wethering Index of 

Parker（WIP：パーカーの風化指標）9)の計算式に基づき

変質指標値の計算を行った。なお計算には、質量％を酸

化物分子量で割ったモル分量を用いている。 

 

 

5. 結果と考察 
 

(1)時間依存性変状発生区間の特徴 

 起点から1,560-1,670mの区間の先進ボーリングコア試

料の回折X線プロファイルの解析結果からは、変状発生

区間周辺が、硫化鉱物（黄鉄鉱・白鉄鉱）と硫酸塩鉱物

（石膏・鉄明礬石）に富むことが読み取れる（図-3）。

また、膨張性粘土鉱物であるスメクタイトは測定区間全

体で含まれており、特に1595-1620mの変状発生区間周辺

において高い含有量を示している。これは、変状発生区

間が、周辺部よりも強度の熱水変質を被ったことを示唆

 

図-6  変状発生部のアイソコン解析結果。オレンジの凡例は、アイソコン（オレンジ色の点線）の作成に用いた

非移動性元素 3種を示す。また、各化学組成組成値には図下の係数を掛けている。 

 
図-5 蛍光X線分析による全岩化学組成分析結果。凡例は図-4に同じ。 
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している。また、コア観察、顕微鏡下での記載により方

解石を主体とする炭酸塩鉱物の脈およびパッチ状充填は、

変状発生区間で顕著に減少し、変質区間周辺で回折X線

プロファイルから菱鉄鉱のピークが消失している（図-3、

図-4）。これは、山崎ほか（2015a, b）6-7)で示された先進

ボーリングコア試料の膨張・崩壊現象の発生メカニズム

（図-2）と調和的であり、時間依存性変状の発生区間に

おいて、トンネル掘削による緩み・水・酸素の供給が、

硫化鉱物の酸化による酸性水の発生させ、岩石組織を拘

束していた硫酸塩鉱物の溶脱することで、膨張性粘土鉱

物の含水膨張が遅れて進行したことを裏付けている。た

だし、先進ボーリングコア試料の解析は、試料採取後33

ヶ月以上経過した後に行われているため、鉱物組成の変

化は保管状況に依存する可能性がある。一方で、全岩化

学組成はコア試料の採取時の元素濃度を反映するため、

掘削時の地山状況をそのまま凡例している。全岩化学組

成分析結果から、Al2O3、 CaO、K2O、S、Sr含有量の組成

変化を図-5に示す。また、健全部（弱変質部）と変状発

生区間（強変質部）での元素移動を可視化するために、

アイソコン解析を行った（図-6）。アイソコン解析とは、

異なる変質の度合いを示す同一起源の岩石において、ど

のような元素が付加・流出したのかを解析する手法であ

る。変質により移動しにくい元素で散布図上に基準線

（アイソコン）を引き、そこから外れた元素が変質によ

り付加・流出したと判別される。図-6に示したアイソコ

ン解析結果からは、変状発生区間内の強変質部（1596.0 

m）では、Ca、Na、Fe、Mg、K、Sr、Baの溶脱とSの付

加が認められる。Sの付加は熱水変質により硫化鉱物が

結晶化したためと考えられ、また、Na、Kなどの溶脱は

熱水との反応による斜長石の分解と粘土鉱物による交代

を、またCa、Sr、Baの溶脱は炭酸塩鉱物の分解による流

出によるものと解釈される。 

解析を行った区間全域で膨張性粘土鉱物スメクタイト

が豊富に含まれていることから、トンネルルートは広域

的な熱水変質の影響化にあった考えられる。また、全岩

化学組成の変化（図-7）から、局所的な変質移動性元素

の減少と付加が変状発生区間と一致することから、時間

依存性変状が発生した区間は、特に強度の熱水変質と硫

化鉱物の形成が生じた領域として特徴付けられる。この

ように、時間依存性変状が発生した区間の岩石組織およ

び鉱物組成変化と全岩化学組成変化はよく対応しており、

変質火山岩類を主体とする本トンネルでの時間依存性変

状が、全岩化学組成変化を用いることで検出可能である

ことを示唆している。 

 

(2)変状区間の検出法の検討 

全岩化学組成を用いて、変質の度合を指標化する試み

はこれまで多くなされてきた。多くの指標化手法は、大

部分の岩石に含まれる斜長石の分解反応を考慮し、Na、

Ca、K などの変質により移動しやすい元素と Si、Al な

どの変質により移動しにくい元素の組み合わせを利用す

る方法が主体である 10)。 

一般に、トンネル掘削においてはルート状に異なる時

代・起源の岩石が分布することが珍しくなく、本トンネ

ルの火山岩類を主体とする地山においても、安山岩～デ

イサイト質の比較的均質な溶岩中に、不均質に玄武岩質

包有岩および両者の混合部が出現するため、幅広い組成

に対応できる指標化方法が望ましい。そこで、２種類の

異なる元素組み合わせを用いた変質の指標化方法により、

変質度の指標化を試みた。結果および計算方法を図-7に

示す。Chemical Index of Alteration（CIA）8)は、変質におい

て Al を不動と考え、長石類の分解と粘土鉱物による交

代で容易に移動する Ca、Na、K の減少分を変質の度合

として指標化したものであり、CIA の値が 100 に近づく

ほど変質の度合が高いことを意味する。図-7において、

CIA値 >55の領域が強変質部として区別され、これらは

変状発生区間とよく一致する。しかしながら、組成の異

なる玄武岩質包有岩は、実際には安山岩質～デイサイト

質溶岩と同程度の変質を示すにもかかわらず、よりも高

い CIA 値を示す。これは、一般的に玄武岩質マグマが

初性的に安山岩質マグマよりも低い Na、K 含有量を持

つためである。したがって、CIA による指標化は、幅広

 

図-7 全岩化学組成を用いた変質指標による変状発生区間の検出。計算式中の各元素濃度はモル分率。図中の赤色

の網掛けは、それぞれの変質指標により推定された時間依存性変状の発生可能性範囲を示す。 
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い組成を示す火山岩類が混在する場合には注意が必要で

ある。 

もう一方のWethering Index of Parker（WIP）9)による指標

化では、Al は変質により移動するものとして扱われ、

Ca、Na、K に加え、Mg を加えた計算式を持つ。WIP で

は数値が小さくなるほど変質度が高くなる。WIPの利点

は、Mg を指標に加えることで、結晶分化作用によるマ

グマ組成の変化が緩和される点にある。WIPによる指標

化結果（図-7下）みると、同一採取地点で変質度に差が

無い安山岩質～デイサイト質溶岩と玄武岩質暗色包有岩

の組み合わせがより近い値を示しており、単一の指標に

より評価が可能であることが読み取れる。したがって、

本トンネルにおいては、多様な組成の火山岩類が出現す

ることから、WIP のような Fe や Mg などの結晶分化作

用により変化する元素を組み込んだ指標が適していると

思われる。指標化により識別されるWIP <20の強変質部

は、変状発生区間とよく一致する。これは、WIPを用い

ることで変状発生区間が検出可能であることを示してい

る。さらに、1,670 m 付近においても強変質部が存在す

るが、こちらでは時間依存性変状は顕在化していない。

これは、変質部が小規模である、あるいは、変状の度合

がそれほど強くないためかもしれない。また、実際の時

間遅れ変状は、1,595 m 付近の最も変質の強い部分のみ

が寄与した可能性も考えられる。 

今後の展開として、岩石組織との関係を整理し有用な

変質指標区分を構築を行っていきたい。また、変質メカ

ニズムの異なる火山岩類や堆積岩類などにおいて、全岩

化学組成による変質指標が、時間依存性変状の検出手法

として有効であるかについて検討を重ねていきたい。 

 

6. まとめ 
  

新第三紀の火山岩類の山岳トンネルにおいて発生した

時間依存性変状の発生部から採取された先進ボーリング

コア試料を岩石学的に解析することで、以下の知見が得

られた。 

・ 先進ボーリングコア試料の膨張・崩壊現象から推定

された時間依存性変状の発生メカニズムにより、説

明される炭酸塩鉱物の溶脱と硫酸塩鉱物の生成が生

じている箇所は、その分布が時間依存性変状の発生

箇所と一致する。 

・ 時間依存性を示す変状区間は、全岩化学組成による

変質指標 WIPによって、WIP値 20 以下の領域とし

て検出可能である。 

・ 長期間のコア観察、詳細な岩石組織の鑑定と手間の

掛かる回折 X 線分析などを組み合わせることで初

めて検出が可能であった火山岩地山の時間依存性変

状は、ポータブルの全岩化学組成分析装置を用いる

ことで、現場で迅速に評価・検出することが可能で

あることが示された。 
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