報 告

ＩＴＡ - ＷＴＣ２００６への参加報告について
岡﨑
１．はじめに

健治 *

３．オープニングセレモニー

2006年４月22日から27日まで、
世界トンネル会議（Ｗ

オープニングセレモニーは、民族衣装を身につけた

ＴＣ：World Tunnel Congress）が国際トンネル協会

男性によるチェグム（シンバルのような金属製の楽器）

（ＩＴＡ：International Tunnelling Association）なら

の連打を合図に、事務局代表の Chung-Sik Yoo 氏の

びに韓国トンネル協会（ＫＴＡ：Korean Tunnelling

司会によって始まり、ＷＴＣ2006組織委員長、ＫＴＡ

Association）の共催により、韓国のソウルで開催さ

会長、ＩＴＡ会長ならびに韓国政府建設交通部長官か

れました。ＷＴＣは、経済協力開発機構の勧告にもと

らの開催と歓迎の挨拶が述べられた後、男女４名によ

づき1974年に設立されたＩＴＡによって、地下利用計

る大太鼓と組太鼓の揃い打ちが披露され会場がその熱

画の奨励、トンネルに関する情報収集・研究ならびに

気に包まれました（写真－２）。

トンネルの調査、設計、施工、維持管理の進歩発展の
促進を目的として、加盟国代表機関相互の情報交換の
場として毎年開催される国際会議です。
今回の会議は、第１回目のドイツミュンヘンでの開
催（1975年）から第32回目となるもので「地下空間の
安全性」をメインテーマとして開催され、45か国から
トンネル関連の研究者が690名余り参加し、活発な討
論や意見交換が行われました。
寒地土木研究所からは、
防災地質チームの伊東上席研究員と筆者の２名が参
加・発表する機会を得ましたので会議の概要について
報告致します。
２．会場とプログラム
本会議はソウル市内の江南地区に位置するＣＯＥＸ

写真－１

会場のＣＯＥＸ

（Convention and Exhibition Center）という12棟の建
物群からなる複合商業施設のうち Annex building（写
真－１）が会場となり行われました。本会議の日程と
主なプログラムは以下の３日間に行われた基調講演、
オープンセッションおよび一般セッションです。
【日程とプログラム】
４月24日９：00 〜 10：00：オープニングセレモニー
10：30 〜 12：30：基調講演
13：30 〜 18：00：一般セッション
４月25日９：00 〜 12：30：オープンセッション
13：30 〜 18：00：一般セッション
４月26日９：00 〜 17：30：一般セッション
17：30 〜 18：00：クロージングセレモニー
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写真－２

オープニングセレモニーの様子
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みに重要であることを指摘されました。また、調査事

４．基調講演
基調講演では、本会議のテーマ「地下空間の安全性」
に関連した以下の4編について講演がありました。
１）

Evolving Practices in Tunnel Contracting

例のなかには、トンネルの地質調査へ電気探査法を適
用し（資料－１）、脆弱な地質性状の分布箇所（説明
された事例では断層：Fault）を事前に抽出することで、

と題してアメリカの

その後の建設計画の検討に有効となる地質情報を取得

William Hansmire 氏より、合衆国のトンネル事業に

した事例が紹介され、同様な研究を進めている防災地

おいて、これまで刊行された各種ガイドラインの変遷

質チームとして大変参考となりました。

Practices in the United States

をもとに、事業での契約条項の現状について説明があ

４）

Risk Management at the Limit of

りました。講話では、設計と施工の乖離に起因するコ

Conventional Tunnelling

ストの管理など、契約時のリスク負担に関する条件明

Harald Wagner 氏より、ＮＡＴＭ工法に関するこれ

示の必要性について指摘がありました。
欧米諸国では、

までの技術発展と将来展望について講話がありまし

いわゆるＣＭ（Construction Management）方式によ

た。地山挙動の予測は、特に数値計算によるシミュレ

る建設事業の進め方が主流であることからも、必然的

ーションとその検証を行うことが、リスクの低減に向

に責任の分担を明確にする取り組みがなされているも

けて効果的であることを指摘されました。

と題してオーストリアの

のと感じました。
２）

Fire Design Requirements for Various

５．オープンセッション

と題して日本の小野紘一氏から

オープンセッションでは、トンネル事業でのリスク

は、トンネル火災による覆工コンクリートの剥落事例

管理をテーマとして、以下の６編についてパネルディ

を説明するとともに、実物大実験での温度分布をもと

スカッション形式での講演があり（写真－３）、ＩＴ

にした鉄筋耐力の評価ならびに新たな耐火・耐熱材料

Ａの３つのワーキンググループからの報告、韓国にお

の開発とその適用性を検討するなど、トンネル火災に

けるリスク評価手法の事例、保険事業者から見たトン

対する安全性を向上させるための取り組みについての

ネル事業でのリスク管理の展望に関して講話がありま

講話がありました。トンネル内の火災に対して、直接

した。この詳細はＩＴＡのホームページ（以下のＵＲ

被害の外、二次的な被害を抑制するための対策が重要

Ｌ）にて閲覧またはダウンロードすることができます。

であることを改めて認識することができました。

http：//www.ita-aites.org/cms/1541.html

Types of Tunnel

３）

Evolution of Korean Tunnelling Technology

in Retrospect of Major Projects

と題して韓国の

【オープンセッションの題目】

Hyung-Sik Chung 氏より、朝鮮半島全体の地質概要、

１）Introduction

韓国の道路、鉄道、地下鉄および都市部におけるトン

２）ITA guidance report on Risk Management

ネル事業の概要、またそれら事業に関する調査・設計

３）Contractual issue surrounding Risk Management

の事例や技術の進展などについて講話があり、過去の
事例を分析することが、現在または将来的なトンネル
建設における経済性、安全性および環境問題の取り組

資料－１

トンネル地質調査への電気探査の適用事例

写真－３

オープンセッションの様子

○

TRIBUNEn 30,ITA-AITES,April,2006.pp6より引用
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４）Safety Issues Surrounding Risk Management

可能性をもとに、発生と損害（リスク）を低減させる

５）Korean/Asian Risk Management Practices

ために検討すべき事象（説明された２事例の場合、環

６）International Code of Practice for Tunnel

境問題と都市直下における諸問題）を抽出する体系的
な手法でありました。また、抽出された事象に対する

１）の講演では、イギリスの Martin Knights 氏か

具体的な検討事例として、都市部でのトンネル掘削に

らオープンセッションの議事次第が述べられるととも

おいて、ハザードカテゴリーの各要素と発生予測の頻

にＩＴＩＧ（International Tunnel Insurers Group）

度区分に点数をつけ、それらの掛け合わせた値が最小

が2006年 １ 月 に 刊 行 し た 規 約（A Code of Practice

となるケースをもとに掘削工法を選定した事例の紹介

for Risk Management of Tunnel Works； 以 下、

がありました。トンネル掘削工法を選定する過程にお

Code）に関して、刊行までの経緯とＩＴＡの取り組

いても透明性を求められることが分かりました。

みについて説明がありました。

６）の講演では、ドイツの Heiko Wannick 氏から、

２）〜４）の各ＩＴＡワーキンググループの講演で

トンネル事業の損害に対する保険事業者とトンネル事

は、主にトンネル事業における発注者と受注者のリス

業者（発注者を含む）の関わり方についての説明があ

ク評価の役割分担について説明があり、事業の各段階

り、都市部でのトンネル工事における失敗事例として、

（事前調査・契約時・施工時）の評価（計画、手法、

地表沈下または陥没によるビルの倒壊、道路の損害な

予測また一連の評価過程の整理）を分担して行う必要

どが紹介され、社会的に影響を及ぼすような大規模な

があること、また安全性計画の立案に際し、事業への

損害には保険会社による補償制度に限界のある点を指

参画者全体（発注者、コンサルティング技術者、地質

摘しました（資料－２）。あわせて、リスク評価によ

技術者、施工業者）が事業全体の情報を共有する体系

る損害の減少とトンネル事業者の責任分担の明確化を

を作り相互に連携することが重要である点を指摘しま

目的とした

した。あわせて、リスク評価の流れと実際の工事にお

た。この刊行物は以下のＵＲＬからダウンロードが可

ける分析事例の紹介がありました。

能です。http：//www.imia.com/

Code

の刊行について説明がありまし

５）の講演では、韓国の Woong-Suk Yoo 氏から、
受注者側の立場から見たリスク評価のあり方、また独
自の分析手法とその手法を鉄道トンネルの工事へ適用

６．一般セッション
一般セッションは９部門が設定されており、198編

した事例について説明がありました。
この分析手法は、

（口頭130編、ポスター 68編）の論文について発表が

誰がどの段階で何を作成するのかが明確に定められて

ありました。一般セッションにおける各部門は、以下

おり、リスクが予想される項目について、その影響と

のとおりです ｡ あわせて、（

）内に各部門の発表総

数／口頭発表数／ポスター発表数を示します。
【一般セッションの各部門】
１）岩盤・軟質地山でのトンネル建設（50/25/25）
２）研究開発（35/23/12）
３）安全（26/19/7）
４）トンネルの維持管理と補修（17/9/8）
５）特別プロジェクト（10/9/1）
６）機械化掘削と計測管理（24/18/6）
７）都市部での施工と周辺環境（26/19/7）
８）地下空間の計画と調査（9/6/3）
９）現地調査と設計（19/15/4）
筆者らは、 現地調査と設計

の部門において「付

加体地域での空中物理探査と近傍トンネルの施工記録
資料－２

トンネル事業における損害事例

Heiko Wannick 氏の講演資料（Web より引用）
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による新トンネル建設に向けた地質情報の検討」と題
して、ポスター発表を行いました。発表の概要は、北
63

氏からは、ＴＢＭ（Tunnel Boring Machine）工法で
の 日 当 た り 掘 進 量 を 推 定 す る 指 標： Ｒ Ｍ Ｅ（Rock
Mass Excavability）についての発表があり、会場か
らは多数の質問や意見がありました。
これらの各部門の発表を通じて、トンネルの事前ま
たは施工中の調査における地質状況の予測、評価なら
びにモデル化の手法など、その精度向上に向けた取り
組みの必要性を改めて感じました。
７．クロージングセレモニー
クロージングセレモニーでは、ＷＴＣ2006組織委員
長ならびにＩＴＡ会長より発表者と参加者への謝辞お
写真－４

ポスター会場での様子

よび本会議の総括が述べられ、次の大会の組織委員長
へＩＴＡ旗の受け渡しが行われました。

海道の付加体地域におけるトンネル地質調査へ空中物

次回のＷＴＣは、2007年５月にチェコのプラハにお

理探査を適用し、その計測結果である磁気強度分布と

いて「地下空間・都市の４次元利用」をメインテーマ

既存の地質調査結果ならびに近傍のトンネル掘削で明

に開催が予定されています。

らかとなった地質情報と施工記録を整理するととも
に、先進ボーリングコアの観察、帯磁率の測定結果お
よび変位量の各計測データを対比することで、本探査
法の適用性について検討した事例です。
ポスター会場（写真－４）では、調査地における地
質状況と計測データの対応について質問を受けるな
ど、本探査法を土木地質分野へ適用した事例として関

８．おわりに
折しも竹島の領有権問題について日韓両国の関係に
緊張が高まり、情勢不安定の最中に渡航を迎えつつあ
りましたが、出発前日、政府間で一定の調整が図られ
たこともあり、無事会議へ参加することができました。
現 在、 ソ ウ ル で は 市 内 中 心 部 を 流 れ る 漢 江

心をもたれました。また、
フィンランドの参加者から、

（Hangang）や市街地の直下で地下鉄のトンネル建設

火山活動のモニタリングへ空中物理探査を適用した事

が行われていることから、これらの事業に関連した発

例など、貴重なお話やご意見を伺うことができました。

表も多数ありました。また、日本と韓国を結ぶ海底ト

一般セッションのうち１）
、２）および９）の発表

ンネルの構想や新行政首都の建設など、国家的な大規

については、防災地質チームで進めている一般研究「北

模プロジェクトの事業計画も進行しつつあり、トンネ

海道におけるトンネル地山評価システムの高度化に関

ル建設技術のさらなる発展が期待されるものと感じま

する研究」と関連していることからも、特に参考とな

した。

りました。

本会議では、海外のトンネル事業における施工事例

１）と２）では、主に岩盤掘削時の変位量と挙動に

や新たな技術動向など、今後の研究に活用するための

関するシミュレーションなどに関した発表が多く、次

情報を多数得ることができ大変有意義であったと感じ

いで断層中での掘削、軟質地山での補助工法の適用事

ています。最後に、今回の ITA-WTC2006へ参加する

例などについて発表があり、掘削にともなう変位の予

機会を与えて頂いた関係各位に厚くお礼申し上げま

測とその対応は、施工の効率化、周辺環境への影響を

す。

予測するために不可欠であり、また新たなトンネル建
設への技術的な提案としても、その重要性が伺えまし
た。また、９）の部門では、地質構造の評価、切羽前
方の地質予測ならびに岩盤分類など多岐にわたる発表
がありました。岩盤分類に関する発表では、ＲＭＲ
（Rock Mass Rating）やＱシステムの考え方をもとに

岡﨑

健治＊

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
防災地質チーム
研究員

新たな岩盤分類方法の試みと提案、その検証事例など
の発表がありました。特にスペインの Z.T.Bieniawski
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