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先進ボーリング調査は、トンネル掘削前の地山の地質性状を把握するため、施工中に切羽面からその前方に向け
て実施する切羽前方調査のひとつである。本稿では、これまで北海道の国道トンネルの建設時に蓄積された資料を
収集するとともに、設計時、先進ボーリング調査時、施工時の地山評価を比較し、先進ボーリング調査による効果
を施工時の地山評価における変化割合に基づき分析した。

その結果、先進ボーリング調査を適用することによる地山評価は、設計時に比較して、施工時の地山評価との一
致率が高まり、地山等級が乖離する割合の低いことがわかった。ただし、先進ボーリング調査時の地山評価は、低
強度や地耐力不足の地山、掘削に伴う地山挙動により作用する地圧、緩みや地下水により二次的に性質が変化する
岩石の分布する箇所では、評価の対象範囲や経時的な違いを把握するための手法として課題を有することもわかっ
た。

《キーワード：トンネル；切羽前方調査；先進ボーリング調査；地山評価》

Advancing drilling survey is one of the methods for investigating the geological conditions of the tunnel 
ground ahead of tunnel face before tunnel excavation. In this paper, we collected data accumulated during the 
construction of National Highway Tunnel in Hokkaido, and analyzed the effects of advancing drilling surveys 
based on the rate of agreement or divergence with the ground evaluation at the time of construction stage. 

As a result, it was found that the tunnel ground evaluation by advancing drilling survey had a higher 
agreement rate with the tunnel ground evaluation at the time of construction stage. The rate of change of 
ground classifications were lower than at the time of design stage. However, the advancing drilling survey had 
some problems as a method for grasping the scope of the evaluation and the property change of the rock. In 
those places, rock strength was low, the ground pressure due to the tunnel ground behavior accompanying 
excavation was acting and rocks whose properties change due to loosening and groundwater.

《Keywords：Tunnel；Ahead of Tunnel Face Survey；Advancing Drilling Survey；Tunnel Ground Evaluation》
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１．はじめに

トンネルは地山内を通過する土木構造物であること
から、土被りの小さな箇所、河川直下等の留意すべき
設計、施工条件や未固結地盤や特殊な地山条件等、施
工時に問題を発生させるような箇所を避けて建設する
ことは難しい場合がある。また、このような条件では
十分な精度で事前に地質調査を実施できない場合があ
る。

道路トンネル観察・計測指針1)では、掘削に伴う地
山の地質状況をより精度良く評価するため、切羽の状
態の定量的な評価、地質調査や計測結果に基づく総合
的な評価、地質変化への対応、地山特性の把握、およ
び判断基準の修正が重要であることが述べられてい
る。

このため、施工時の切羽観察や計測結果をもとに適
切な支保を選定し、地質変化への対応に遅れが生じな
いように施工するには、地質変化の大きな流れを把握
するとともに、それが局部的なものか、今後も同じ状
況として続くかを的確に判断し、支保選定等に反映さ
せることが必要である。よって、施工中に実施する切
羽前方調査2）～4)は不可欠である。

なかでも先進ボーリング調査5)は、切羽前方の湧水
状況や地質状況をコアや孔壁で直接確認できること、
重金属等を基準値以上に含有または溶出させる岩石の
分布状況を事前に把握できるため非常に有効な施工時
の切羽前方調査方法といえる。これらの情報は施工時
の切羽観察で得られる情報と合わせて評価され、より
精度の高い地山評価が可能となる。このようにトンネ
ル工事の進捗とともに実施する先進ボーリングにより
合理的な施工が可能となると考えられる。

しかし、先進ボーリング調査を実施した場合におい
ても、いくつかのトンネルでは、施工時に縫い返しや
盤ぶくれ等の地質の脆弱性に起因とする問題が発生し
ており6）～8)、支保パターンの変更により建設コストの
増加を招いている。そこで筆者らは「トンネル地山評
価における先進ボーリングの調査法に関する研究」と
して共同研究を実施してきた。

本稿では、これまで北海道の24本の国道トンネルの
建設時に蓄積された資料を収集するとともに、設計時、
先進ボーリング調査時、施工時の地山評価を比較し、
先進ボーリング調査による効果を施工時の地山評価に
おける変化割合に基づき分析した。

２．切羽前方調査

２．１　切羽前方調査としての先進ボーリング調査

村山ら9)によると切羽前方調査は、図－1のように
削孔調査と物理探査に分類される。まず、物理探査は、
弾性波、電気や電磁波を利用する方法が主であり、探
査結果が掘削区間の地質状況と対比され、切羽前方の
地質状況が予測されている。一方、削孔調査は「ノン
コア」と「コア採取」に分けられ、前者は探りノミや
削孔検層法が主であり、後者は普通工法（ロータリー）
とロータリーパーカッションワイヤーライン工法が主
である。

なお、先進ボーリング調査は、広義には削孔調査を
全て包括する用語であるが、本稿ではコア採取を伴う
普通工法（ロータリー式）で実施する切羽前方への水
平ボーリング調査に限定して使用した。

先進ボーリング調査によって採取した品質の良いコ
アによる岩石試験、ならびに孔内での原位置試験を行
うことで、掘削直近の地山の評価に向けた情報を得る
ことができることから、より早い段階で地山等級の判
定、また掘削に伴う地山の挙動を予測するための情報
を得ることができる。その点において、先進ボーリン
グ調査は、より多くの精度のよい地質情報を先行して
得られることが有利といえる。

しかし、先進ボーリング調査時の地山評価において
も、最終的な施工時の地山評価と比べると差異が生じ
る場合がある。また、これまで北海道で建設された10
本の国道トンネルでは（表－1）、切羽の崩落、支保部
材であるロックボルトのプレートの変形、吹き付けコ
ンクリートのクラックやはく離、天端崩落等、地質に
起因した問題が発生している。

そこで、これらの地質的問題が発生した箇所におけ
る先進ボーリング調査の地山評価の実態を次節で示す。
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表－1　先進ボーリング調査を実施したトンネルで発生した問題とその対策

 

トンネル 発生した問題 主な地質 湧水
状況

設計 先進 施工

休止
期間

対策工

OE 1 切羽 切羽崩落 安山岩質火砕岩 坑口 坑口 坑口 注入式長尺先受工法

2 切羽 切羽崩落 安山岩質火砕岩 坑口 坑口 坑口 注入式長尺先受工法

3 20.0 ロックボルトプレート変形 安山岩質火砕岩 DI DII DII 増ボルト、ウオールビーム

4 切羽 切羽崩落・突発湧水 安山岩質火砕岩 114L/min DII DII DII なし

5 25.0 盤ぶくれ 岩質劣化に伴う土圧増加 自破砕溶岩 CII CII E 増ボルト＞縫い返し

6 30.0 盤ぶくれ 岩質劣化に伴う土圧増加 自破砕溶岩 CII CII E 増ボルト＞縫い返し

7 切羽 大量突発湧水 自破砕溶岩 5t/min CI CI CII 水抜き削孔4孔

HI 1 切羽 切羽肌落ち 蛇紋岩（粘土状～葉片状） 坑口 E E 対策なし

2 切羽 内空変位増大 蛇紋岩（粘土状～葉片状） 坑口 E E 対策なし

3 切羽 切羽肌落ち 蛇紋岩（粘土状～葉片状） 坑口 E E B計測

4 切羽 切羽肌落ち 蛇紋岩（粘土状～葉片状） 坑口 E E 対策なし

5 切羽 切羽肌落ち 蛇紋岩（粘土状～葉片状） 坑口 E E B計測

TI 1 切羽 切羽崩落 泥岩 DI DI DI 注入式長尺先受工法・鏡吹付

2 切羽 大量湧水 泥岩と砂岩泥岩互層の境界 泥岩 1.2t/min DI CII CII セメントミルク注入止水

SU 1 5.7 天端上部の空洞 坑口部の崖錐内の空洞 泥岩 坑口 坑口 坑口 注入式長尺先受工法・鏡吹付・
空洞充填

HN 1 切羽 切羽押し出し 細粒砂岩 DI DI DII 対策なし

2 切羽 吹付（クラック） 細粒砂岩 DI DI DII 高強度吹付

3 切羽 吹付（クラック） 細粒砂岩 DI DI DII 高強度吹付

4 切羽 吹付（クラック） 細粒砂岩 DI DI DII 高強度吹付

5 切羽 ロックボルトプレート変形 細粒砂岩 DI DI DII 高強度吹付

6 切羽 吹付（クラック） 細粒砂岩 DI DI DII 高強度吹付

KU 1 17.0 脚部沈下 地下水による泥岩の劣化 泥岩 脚部に浸
出

CII CII DI インバート吹付（早期閉合）・増
ボルト・注入式長尺先受工法

OI 1 284.0 内空変位増大 低強度 段丘堆積物、断層 坑口 坑口 坑口 注入式長尺先受工法、鏡吹
付、鏡ボルト

2 112.0 内空変位増大 古第三紀泥岩 DI DI～DII DII ツイストボルト

3 92.0 吹付（はく落） 古第三紀泥岩 DI DII DII 高体力ボルト、増し吹き付け

OA 1 30 脚部沈下、内空変位増大 地耐力不足・低強度 地すべり地形、中風化泥岩 坑口 坑口 坑口 注入式フォアパイリング・フォ
アポーリング、長尺サイドパイ
ル、レッグパイル

2 88.0 脚部沈下、内空変位増大 地耐力不足・低強度 強～中風化泥岩 坑口 坑口 坑口 サイドパイル、増しボルト

3 66.0 脚部沈下、内空変位増大 地耐力不足・低強度 未固結崖錐堆積物 坑口 坑口 坑口 サイドパイル、増しボルト

115.5 ハイアロクラスタイト DI～DII CII CII

31.5 赤色チャート DI CII CII

63.0 玄武岩 CII CII CII

2 30.9 内空変位増大、吹付（クラッ
ク）

ハイアロクラスタイト、赤色
チャート

不明 CII～DI CII～DI 2週間 縫い返し、増ボルト、インバー
ト追加

3 51.7 上半天端抜け落ち、湧水、
ロックボルトの破断・プレート
変

掘削による応力解放と背面被
圧水のバランスが崩れたため

崩壊後
100L/min

CII CII～DI DI 【応急対策】
押え盛土、鏡吹付、増しボルト

【起点側】
空洞部充填（エアモルタル）、
崩落土砂薬液注入、注入式
長尺先受工法、長尺鏡ボル
ト、グラウト注入、縫い返し、イ
ンバート追加
【終点側】
坑口パターンに変更、注入式
長尺先受工法、長尺鏡ボル
ト、注入式フォアポーリング

1 84.0 天端崩落、切羽崩落、脚部沈
下、内空変位増大、ロックボルト
プレート変形、吹付（クラック）

砂質ホルンフェルス、泥質ホ
ルンフェルス、破砕帯

DII DI～DII DI～DII 増ボルト、注入式長尺先受工
法、上半脚部吹付、吹付イン
バート早期閉合

2 62.0 切羽肌落ち、脚部沈下、内空
変位増大、ロックボルトプレー
ト変形、吹付（クラック）

砂質ホルンフェルス、破砕帯 CII CII～DII CII～DII 増しボルト、上半脚部吹付、
吹付インバート早期閉合

3 27.0 ロックボルトプレート変形、吹
付（クラック）

砂質ホルンフェルス、泥質ホ
ルンフェルス、破砕帯

DI DII DII 対策なし

4 10.0 切羽肌落ち、脚部押し出し、内
空変位増大、ロックボルトプ
レート変形、吹付（クラック）

砂質ホルンフェルス、破砕帯 DI DII DII シリカレジン注入、増しボル
ト、上半脚部吹付

UU

原因
（記録があるものを記載）

切羽
または
区間長
(m)

箇所
No.

地山等級

SA 1 内空変位増大、吹付（クラッ
ク・はく離）、ロックボルトプ
レート変形

大土被り：先進ボーリングコア
は手前の土被りが小さい区間
と同様の地質だったが変状発
生

縫い返し、増ボルト、インバー
ト追加
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２．２　地山評価の状況

表－1に10トンネルの工事記録等に残されていた施
工時に発生した問題、その原因、主な地質状況、湧水
状況、地山等級（設計時、先進ボーリング調査時、施
工時）、休止期間、および対策工を示す。これらのト
ンネルにおける施工時の調査結果から推定した原因と
しては以下のとおりである。

盤ぶくれは自破砕溶岩の岩質の劣化に伴い増加した
土圧が原因であった。大量湧水は泥岩と砂岩泥岩互層
部の境界から発生した状況であった。天端上部の空洞
対策は抗口部の崖錐堆積物内に存在したことで実施さ
れた。脚部沈下は地下水によって泥岩が劣化したこと
が原因であった。内空変位の増大は風化した泥岩や未
固結な崖錐堆積物による地山が低強度や地耐力不足と
なることが原因であった。湧水やロックボルトのプレ
ートの変形とその破断を伴う天端の抜け落ちは付加体
での土被り厚さの違いに起因するものや掘削に伴う応
力解放と背面被圧水のバランスに差が生じたことで発
生した。

このような問題が発生した箇所では、設計時、先進
ボーリング調査時、施工時の各段階での地山評価が変
わっている場合がある。例えば、UUトンネルのNo.3
の箇所における地山等級を見ると（表－1）、設計時は
DIであるが、先進ボーリング調査時にはDIIであり、
施工時にもDIIとなった。ここでDIやDIIとは地山評
価に基づく地山等級のことをいいCI、CII、DI、DII、
Eの順に地質条件等が悪い状態となり、坑口での構造
を除き、この順に従い頑丈な構造でトンネルは建設さ
れている。一方、KUトンネルの地山等級を見ると設
計時と先進ボーリング調査時はCIIであるが施工時に
はDIとなったように、先進ボーリング調査によって
地山評価が施工時と一致するものもあれば、変わるも
のもある。ただし、このような施工時に生じる様々な
問題を先進ボーリング調査時に予測できると、先進ボ
ーリング調査自体の効果はより高まると考えられる。

そこで次章では、先進ボーリング調査を実施するこ
とで得られる効果を把握するため、設計時と先進ボー
リング調査時の地山評価が施工時の地山評価と一致ま
たは乖離する割合を定量的に分析した。

３．分析方法

前章で対象とした10トンネルに14トンネルの情報を
追加し、計24トンネルについて、施工時の地山等級が
設計時と先進ボーリング調査時とで一致または乖離す

る状況を分析した10）11）。
まず、分析では施工時の地山評価で施工した実績の

区間長に対して、設計時と先進ボーリング調査時の地
山評価による区間長が変化した割合をヒストグラムで
示し比較した。ヒストグラムは、施工時と各地山評価
が「一致」する場合を中心として、「3段良くなった」
～「3段悪くなった」と良くなる側と悪くなる側への
変化を7段階で示した。例えば、地山評価がCIからDI
に2段変更となった場合、「2段悪くなった」として示
した。次に、ヒストグラムの分布の変化をもとに、「一
致率の向上」、「分布幅の減少」、「悪い側への変化の減
少」の3つの効果を評価するための項目として設定し
た（図－2）。「一致率の向上」は設計時よりも先進ボ
ーリング調査時の地山評価が施工時と一致する割合の
増える状態を示す。「分布幅の減少」は設計時よりも
先進ボーリング調査時の地山評価の段回数が減り地
山評価の差異が少なくなる状態である。「悪い側への
変化の減少」は設計時よりも先進ボーリング調査時の
地山評価が悪い側へ変化する割合が減少する状態を示
す。

このうち、「一致率の向上」と「分布幅の減少」は、
先進ボーリング調査時と施工時の地山評価が一致し、
施工中に地山等級や掘削方法の変更を求められる区間
が少なくなることを示し、大幅な地山等級の変更に伴
う手戻り（時間ロスや工期増）を少なくすることを意
味する。一方、「悪い側への変化の減少」は、先進ボ
ーリング調査により、地山等級が悪い側へ変化しより
頑丈な構造とせざるを得ない状況が減少することで、
施工時の地山の安定性に寄与することを意味する。

分析では、このような地山評価の段回数とヒストグ

←良い 悪い→一致

一致率の向上

設計→施工

先進→施工

←良い 悪い→一致

分布幅の減少

←良い 悪い→一致

悪い側への変化の減少

図－2　地山評価の変化割合に基づく分析のイメージ
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ラムの分布の変化を評価点に変換して、その合計をも
とに先進ボーリング調査の効果を「高い」（評価点が1
以上）、「低い」（評価点が0以下）に区分した。評価点
が「高い」トンネルは「一致率の向上」、「分布幅の減少」、

「悪い側への変化の減少」が明らかな場合で、評価点
が「低い」トンネルは効果が必ずしも見られない場合
である。次章では先進ボーリング調査の効果が「高い」
と「低い」トンネルについて、代表的な事例をもとに
原因を考察した。なお、ここでいう先進ボーリング調
査の効果が「低い」とは、あくまでも本分析で効果を
判定するための用語として用いたものである。

４．分析結果と考察

表－2に24トンネルにおける先進ボーリング調査の
効果の分析結果を示す。あわせて、施工時に地質に起
因して問題の発生したトンネルを示す。24トンネルの
うち先進ボーリング調査の効果が「高い」トンネルは
17であり、「低い」トンネルは7であった。ただし、「高
い」トンネルでは精度は向上しているが地質に起因し
た問題の発生を避けられない場合があった。

SAトンネル以外の9トンネルは（表－1）、先進ボー
リング調査の効果が「高い」と判定されたが、切羽や
一部の区間では問題が発生した。一方、「低い」トン
ネルでは精度が向上していないために問題の発生が避
けられなかったと考えられるが、または精度が向上し
ても避けられなかったとも考えられる。なお、表中の

「不明」は、地質に起因する問題の有無に関する記録
が残されていなかったことを示すものである。

４．１　先進の効果が高く問題が発生しない事例

図－3のAUトンネルは先進ボーリング調査の効果
が「高い」例の分析結果である。AUトンネルは砂岩、
粘板岩、および砂岩粘板岩互層から構成され、坑口周
辺や低土被り区間、また事前の地質調査で実施された
屈折法弾性波探査による低速度層の区間をDI～DII、
粘板岩の出現区間をCI～CIIと設計時に地山評価した。
AUトンネルは、先進ボーリング調査の結果が施工時
の地山評価と一致する割合が93％と大きく、分布幅の
減少も狭まる側に変化するとともに、悪い方への変化
の減少も見られた。また設計時に3段回乖離していた
評価は先進ボーリング調査時の評価には見られない。
このことは、先進ボーリング調査を実施することで、掘
削直近の地質状況が判明し、かつ、その後の施工が現状
の地山評価の適用範囲と合致したものと考えられる。

４．２　先進の効果は高いが問題が発生した事例

図－4のOEトンネルは先進ボーリング調査の効果が
「高い」例の分析結果である。OEトンネルは、安山岩
溶岩、自破砕溶岩から構成される。事前の調査では変
質の違いに応じて安山岩溶岩・自破砕溶の弱～中変質
部はDI、同非～弱変質部はCII、非変質の安山岩溶岩

表－2　先進ボーリング調査の効果の分析結果

 
 
 

一致率
の向上

a

分布幅
の減少

b

悪い側へ
の変化の
減少　c

a +b +c
先進の
効果

施工時
に発生

した問題

1 SS 2 1 1 4 不明

2 OM 2 1 1 4 不明

3 UU 2 1 1 4 発生

4 AU 2 1 1 4 不明

5 NU 2 1 1 4 不明

6 OI 2 0 1 3 発生

7 OA 2 0 1 3 発生

8 PU 2 1 0 3 不明

9 HN 1 1 1 3 発生

10 SU 1 1 1 3 発生

11 HI 1 1 1 3 発生

12 KU 2 -1 1 2 発生

13 FA 1 0 1 2 不明

14 TI 1 0 1 2 発生

15 OE 1 -1 1 1 発生

16 II 1 -1 1 1 不明

17 KA 0 1 0 1 不明

18 KS 0 0 0 0 不明

19 SO 0 0 0 0 不明

20 KI 0 0 0 0 不明

21 SA -1 -1 1 -1 発生

22 KN -1 -1 0 -2 不明

23 KE -1 -1 -1 -3 不明

24 FI -1 -1 -1 -3 不明

評価点は以下のとおり配点した

「一致率の向上」 「分布幅の減少」

2：大幅（35％以上）に向上 「悪い側への変化率の減少」

1：向上 1：向上

0：変化なし 0：変化なし

 -1：減少  -1：減少

トンネル

高い

低い

図－3　先進の効果が非常に高い例（AUトンネル）
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はCIと設計時に地山評価された。「一致」の割合は設
計時に57％、残り43％は悪い側へ変化した。しかし、
先進ボーリング調査時には分布幅は広がっているもの
の「一致」が74%で、良い側へ13％、悪い側へ13%と
減少しており、先進ボーリング調査の効果は表れてい
ると評価できる。しかし、OEトンネルのNo.5と6の箇
所（表－1）では盤ぶくれが発生した。

図－5にOEトンネルの先進ボーリング調査による地
山評価の指標であるRQD(5)、準岩盤圧縮強度、地山
強度比、地山弾性波速度、変形係数および亀裂係数の
関係を示す。この盤ぶくれが発生した区間における先
進ボーリング調査時の地山評価（図中の点線）の指標
は、レーダー図の比較的中央側にプロットされており、
他の区間と比べても良好な地山として評価され、CI

の地山評価であった。一方、変状の原因は、鉱物等が
二次的に変化し、その密度変化や膨張圧等によって岩
石の劣化や強度低下につながったことにあった12）。ま
た、先進ボーリング調査時点での情報は切羽面では点
の情報であり、切羽全体の地質を代表しない場合があ
る。トンネルにおける変状は、掘削による地山挙動に
伴って発生する場合や、岩質の劣化に伴う土圧増加や
地下水による岩質の劣化が原因となり発生する場合も
ある。このように先進ボーリング調査の効果が高いト
ンネルであっても特定の区間においてはその効果が発
揮されない場合があることに留意する必要がある。

４．３　先進の効果が低い事例

図－6のKSトンネルは先進ボーリング調査の効果が
「低い」例の分析結果である。KSトンネルの実施設計
報告書によると地質は新第三紀の火山角礫岩、凝灰角
礫岩等の火砕岩や自破砕溶岩から構成され、地質構造
を確認する目的で、坑口部の水平ボーリング2本を含
む計10本のボーリング調査が行われ、最終的に坑口

図－7　先進の効果が低い事例（KEトンネル）

図－6　先進の効果が低い事例（KSトンネル）図－4　先進の効果が高い例（OEトンネル）
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図－5　OEトンネルの先進ボーリング調査での地山評価例
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部を除き、パーライト質火山角礫岩の出現区間をDI、
安山岩質火山角礫岩をCI、一部自破砕している安山
岩溶岩をCIIと設計時に地山評価された。先進ボーリ
ング調査によって設計時より詳細な地山評価が行われ
たが、その結果は設計時とほぼ同じであった。そして
実際の施工では、ほぼ想定した地質状況が推移し、設
計時の地山等級の一致率は90％と高く、先進ボーリン
グ調査による評価結果も一致率92％であり多少上昇し
ただけになった。設計時に地山全体が比較的均質で堅
硬と評価される場合、想定外の地質条件が出現するこ
とは少なく、先進ボーリング調査による一致率の向上
等の効果は認められなくなると考えられる。

また、図－7に先進ボーリング調査の効果が「低い」
KEトンネルの事例を示す。KEトンネルは当初設計で
基盤岩である新第三紀鮮新世の火山円礫岩と火砕流堆
積物における坑口部のボーリング調査結果と速度検層
の結果が加味されCIIと地山評価された。先進ボーリ
ング調査では、火山角礫岩、凝灰角礫岩はCIIと評価
された。また、頻繁に現れる自破砕安山岩の区間は
DIと設計時に評価された。しかし、DIと評価された
区間の大部分では、それまでのCIIから設計変更され
ることなく施工されていた。これはDI区間が7mと短
く施工性を考慮し決定されていたためであった。

以上のことから、先進ボーリング調査の効果が低い
トンネルについては、設計時にトンネルの地質状態を
的確に評価している場合や、施工時に一部の区間で先
進ボーリング調査による地山評価が異なっても施工性
を優先することで、先進ボーリング調査の効果が低く
差異が生じることがある。

５．まとめと今後の課題

これまで北海道で建設された国道24トンネルについ
て、設計時、先進ボーリング調査時、施工時の地質調
査資料等を収集し、先進ボーリング調査を適用するこ
とによる効果を施工時の地山評価の変化割合との比較
により分析した結果を以下に示す。
1） 先進ボーリング調査の効果が高いトンネルでは、

掘削直近の地質状況が判明し、かつ、施工では現
状の地山評価の適用範囲と合致したものと考えら
れた。ただし、先進ボーリング調査の情報は地山
では点の情報であり、地山の地質を代表しない場
合があること、トンネルの掘削が行われてから地
山自体が挙動する、または岩質の劣化に伴う土圧
増加や地下水による岩質の劣化が原因になるよう

な地質性状である場合には、先進ボーリング調査
の効果が高い事例であっても、切羽や一部の区間
で地質に起因する問題に遭遇することがある。

2） 先進ボーリング調査の効果が低いトンネルでは、
設計時にも地山全体が比較的均質で堅硬と評価さ
れ、想定外の地質条件が出現することは少ない。
また、設計時の地山評価も一致する割合が高い。
なお、先進ボーリング調査による地山等級の区間
長が短い場合には、施工性が考慮されることもあ
る。

先進ボーリング調査は、その調査時に切羽を占有す
ることから掘削を一時中断して実施する必要がある。
そのため、調査期間中の人件費や機械損料が発生する。
しかし、先進ボーリング調査を実施することで、地質
に起因して発生する問題を抑制できる可能性や地山等
級の判定精度の向上等、その適用の効果は大きいと考
えられる。今後は、先進ボーリング調査の費用対効果
を明確にすることが必要である。

なお、本研究は寒地土木研究所防災地質チーム、深
田地質研究所およびフジタによる共同研究「トンネル
地山評価における先進ボーリングの調査法に関する研
究」で得られた成果の一部である。

謝辞：本研究を進めるにあたり、トンネルの地質調査
ならびに工事に関する資料を提供頂いた国土交通省北
海道開発局の関係各位に、ここに記して、深謝致しま
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