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１．はじめに

　近年、供用から数年～数十年経過後のトンネルにお
いて盤ぶくれや側壁の押出し等、地山の地質変化に起
因した変状の発生事例が少なからず報告１）～５）されて
おり、安全安心の上で無視できない課題となっている。
　このような長期間継続して進行する時間依存性を有
する変状は、トンネル施工時の地山評価（膨張性地山
の判定６）や掘削時の変位量増加等）で問題がなくても
発生しており、トンネルの施工時に予め評価する方法
や供用中のトンネルで地山の状態変化を診断するため
の方法の構築が必要である。
　岩石に黄鉄鉱や方解石等の炭酸塩鉱物が含まれる場
合、トンネルの掘削に伴う地山内の環境変化等によっ
て元素の溶脱や二次的に石膏等の硫酸塩鉱物が生成さ
れることで、岩石自体の密度変化や劣化が生じ、物理
強度値が低下することが推測７）～９）されるが、時間依存
性変状の原因との関係は明らかにされていない。
　一方、地山自体を対象とした調査や点検は、変状が
確認された後に行われるのが一般的であり10），11）、時間
依存性変状が顕在化する前に診断するための技術がな
いのが現状であり、施工時から維持管理の段階まで繰
り返しモニタリングができ、かつ同一の指標で継続し
て評価できる診断技術の開発が求められる。
　本稿では、熱水変質を受けた安山岩質の地山に建設
された北海道の国道トンネルで、支保構造の完成後に、
盤ぶくれによる変状が生じた区間を対象に、その施工

図－１　調査トンネルの地質断面図

時に事業者が実施した先進ボーリング調査12）のコアの
観察と鉱物分析を行い、地質の特性を明らかにした結
果について報告する。また、トンネルの舗装路面下の
地山弾性波速度を片側交互通行の条件下で屈折法弾性
波探査によって測定するとともに、施工時の地山状態
との対応について比較検討した結果を述べる。

２．調査概要

２．１　トンネルの地質と変状

　本トンネルの主な地質は、自破砕部を含むデイサイ
ト、安山岩溶岩および火砕岩である（図－１）。
　本トンネルでは、施工時の支保完成後に、TD1,595
～ 1,730mにおける２つの区間（図－１の□部分）で盤ぶ
くれによる変状（以下、変状）が生じ、縫返しが行われ
た。変状は、デイサイトの分布区間で発生している。
また、トンネルの地山は、熱水変質作用を受け、スメ
クタイトの含有が確認されている。
　本トンネルの変状の原因は、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
によると報告されている13）。

２．２　トンネル施工時の調査と地山分類

　本トンネルでは、切羽前方の地質の確認等を目的に
施工時に先進ボーリング調査が実施された。
　本調査では、先進ボーリング調査による地山分類の
項目であるRQD（5）、準岩盤圧縮強度、地山強度比、
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範囲1,500 ～ 3,000m/s と3,000 ～ 4,500m/s を設定し、
線形勾配を持つ50の１次元速度モデルをランダムに生
成してトモグラフィ解析を行い、全ての結果を平均化
し、得られた尤も確からしいモデルを初期モデルに対
して再度トモグラフィ解析を実施し、速度構造を求め
た。なお、トモグラフィ解析では、測線の両端部は波
線の経路が少なく、初期モデルで与えた速度値を修正
する情報が少ないため、得られる速度値の誤差は大き
くなる。

３．調査結果

３．１　先進ボーリングによるトンネルの地質

　図－２にトンネル施工時の先進ボーリング調査によ
る地山分類の項目である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
数の関係を地質別に示す。
　地山分類の結果、安山岩溶岩で RQD（5）と地山強
度比が小さく、火砕岩で準岩盤圧縮強度が小さい。一
方、デイサイトの変状発生区間における評価（図中の
太線）では、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
されている。なお、デイサイトと火砕岩の超音波伝播
速度は1.5 ～ 4.2km/s、一軸圧縮強さは0.5 ～ 100MPa
である。一方、安山岩溶岩の超音波伝播速度は4.0 ～
5.5km/s、一軸圧縮強さは50 ～ 210MPa である。また、
変状区間のデイサイトの超音波伝播速度は3.2 ～ 3.8
km/s、一軸圧縮強さは30.9 ～ 46.3MPa であり、変状
前の地山分類の評価ではCⅠ相当に該当する。
　以上のように、施工時の岩石試験の結果が良好な場

写真－１　トンネルでの屈折法弾性波探査の状況

地山弾性波速度（速度検層による値）、変形係数（孔内
水平載荷試験による値）および亀裂係数を基に、変状
の発生区間における施工時の情報を分析し、施工時に
着目すべき点を抽出した。

２．３　岩石コアの観察と鉱物分析

　変状の原因究明のためにトンネル事業者が変状発生
区間で実施したボーリングコアを対象に、掘削直後か
らの岩石の劣化状況やその範囲の変化を観察した。ま
た、非変状区間と変状区間から採取したコアのＸ線回
折試験によって含有鉱物を同定するとともに、吸水膨
張試験を実施した。さらに、石英の回折ピークに対す
るスメクタイトの回折ピークの比率である石英指数
（QISm）を求めるとともに、同定した鉱物の有無との
関係について分析した。石英指数（QI）は、多くの岩
石に普遍的に含まれる石英を基準として、その他の鉱
物の含有量の程度の目安を示す指標であるが、スメク
タイトの石英指数（QISm）は、石英に対してスメクタ
イトがどの程度含まれているかの目安を示す指標であ
り、石英の回折強度のピーク値を100とした場合のス
メクタイトのピークの比率として整理した。

２．４　屈折法弾性波探査

　トンネルの変状発生箇所を含む区間において、覆工
コンクリートと舗装の完了後、舗装面の下部の地山を
対象に屈折法弾性波探査により弾性波速度を測定した。
　本探査では、測定延長450m（図－１の矢印部分）、
受振点間隔６m（76点）、発震点間隔３m（151点）と
して実施した。測定では、S/N 比を向上させるため
１箇所あたり３回の発震を行った。弾性波の震源は、
舗装面の損傷を避けるため油圧インパクタを使用した
（写真－１）。
　油圧インパクタは、小型油圧ショベルをベースマシ
ンとした自走式震源であり、ピストンの打撃をベース
プレートに伝えることで弾性波を地盤へ発震する。油
圧インパクタによるP波の発震は、鉛直下向きに打撃
することで行った。なお、測定値ではコンクリート舗
装面に３成分MEMS型（Micro�Electro�Mechanical�
Systems）の受振器を３点式のスタンドを用いて設置
し、SERCEL428XL-DSU を使用して波形データを記
録し、屈折波トモグラフィ解析を実施した。また、本
システムは、従来のアナログ受振器を使用したシステ
ムに比べて軽量で測線展開作業も容易である。
　解析では、初期モデルの構築にあたり、解析者によ
る主観性を除くため、深度０mと60mにそれぞれ速度
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図－２　先進ボーリング調査による地山分類

（上：自破砕溶岩、中：デイサイト、下：火砕岩）

合、現在の先進ボーリング調査による地山分類の項目
では、施工時において、その後に発生する時間依存性
を有する変状の発生を評価、予測することは難しく、
時間の経過に応じて変化する状況を把握できる新たな
指標の適用に関する検討が必要である。

３．２　コア観察と鉱物分析

　写真－２に掘削直後と掘削から約1.5年経過後のコ
アの状況を示す。
　ボーリング掘削直後は棒状かつ健全であったコアが
時間の経過とともにコア箱の中で膨張し、やがて砕片
状あるいは粘土状に劣化するものが所々に認められた。
　このような劣化は、ボーリング直後の目視観察では
岩種や岩相が同一に見えるものでも発生する箇所と発
生しない箇所が認められる。また、同一のコア箱で同
一の環境条件に置かれ、岩種や岩相が同一に見えても
劣化を生じる部分と生じない部分を確認した。
　表－１にトンネルの変状が発生しなかった区間（以
下、非変状区間）と発生した区間（以下、変状区間）か
ら採取したコアのＸ線回折試験によるスメクタイト含
有量と吸水膨張試験の結果を示す。
　非変状区間のスメクタイト含有量は、デイサイト変
状区間＞デイサイト非変状区間＞自破砕溶岩＞安山岩
溶岩の順であり、安山岩溶岩以外は、いずれも膨張性
判定の指標に示される20wt％を超えるものが多い。
また、変状区間におけるデイサイトのスメクタイト含
有量の平均値は30wt％を超える場合がある。
　吸水膨張率の測定は、変状区間で実施した。スメク
タイト含有量が少ない場合、吸水膨張率は小さい傾向
にあるが、スレーキング区分が４（全体が泥状化）とな
る場合が多い。ただし、スメクタイト含有量は、現状
の膨張性判定の指標に示される20wt％を超えるが、
非変状区間における岩石でも20wt％を超える値を確
認できることから、スメクタイト含有量が高くても変
状の発生に至らない場合がある。すなわち、変状の発
生にはスメクタイト含有量だけではなく、その他の要
因が複合的に寄与していることが推察される。
　図－３に変状区間の岩石のＸ線回折試験で同定した
鉱物のうち、Cb：炭酸塩鉱物（Cal：方解石、Dol：ドロ
マイト、Sid：菱鉄鉱）、Py：黄鉄鉱およびGy：石膏の
と石英に対するスメクタイトのＸ線回折強度のピーク
の比率（QISm）との関係をコアの劣化の有無別に示す。
　劣化コアにおいては、スメクタイトの石英指数
QISmが1.0以上を示すものが９試料中４試料と比較的
多い傾向にある。劣化コアのなかでQISm が1.0未満

24� 寒地土木研究所月報　№742　2015年３月



図－３　変状区間の岩石のＸ線回折試験結果

の試料は、スメクタイトが比較的少ないにもかかわら
ず劣化を生じていることになるが、５試料中３試料に
Py＋ Gy が検出されている。Py（黄鉄鉱）は化学変化
によりGy（石膏）に交代することがあり、その際に密
度変化、すなわち体積の膨張を伴うことが知られてお
り７）～９）、こうした密度変化がコアの劣化に寄与してい
る可能性がある。一方、非劣化コアでも Pyがいくつ
か検出されているが、同時にアルカリ性の Cb（炭酸
塩鉱物）を含むため、Pyから Gy への化学変化が進み
にくく、その結果として体積変化が抑制されている可

写真－２　コアの経年的な劣化状況14）

（上：掘削直後　下：掘削から約1.5年経過後）

表－１　スメクタイト含有量と膨張率

能性がある。
　以上より、時間依存性変状を予め評価する指標とし
て、スメクタイト含有量の他に、Py，CbおよびGyの
組み合わせに着目することが有効となる場合があると
いえる。

３．３　地山弾性波速度

　図－４に屈折法弾性波探査によって得られた地山弾
性波速度の分布、先進ボーリング調査による地質区分、
ボーリングコアの劣化部およびボーリング孔からの湧
水量が1,000㍑ / 分以上の区間を示す。
　地山弾性波速度は、舗装面から10m程度以内の表
層部では3,200 ～ 3,600m/s 程度を示す。一方、概ね
10m 以深では3,400 ～ 4,000m/s 程度であり、表層部
より相対的に高い傾向を示す。
　また、地山弾性波速度は、変状発生区間①およびそ
の周辺の表層部では低い傾向が認められる。一方で変
状発生区間②では、起点側で比較的低い地山弾性波速
度を示すが、終点側で相対的に高く、変状発生区間①
と異なる。この理由は、先進ボーリングコアの観察結
果において、変状発生区間①では、採取直後に硬質だ
ったコアが、時間経過後に粉状となる劣化が確認され
ている（図－４のコア劣化部）。
　しかし、変状発生区間②では、そのような傾向は確
認されていない。また、ボーリング孔からの湧水につ
いても、変状発生区間①では少なく、変状発生区間②
の起点側で多い等、両者に相違があり、変状発生区間
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向を確認した。特に施工中に変状が発生した区間の
一部では周辺に比べて表層の地山弾性波速度が低い
傾向を確認した。
　今後は、トンネルの地山弾性波速度の現場実測デー
タおよびボーリングコアを使用した物理強度特性値の
試験結果等から、地質劣化にともなう弾性波速度の経
年変化の傾向を整理するとともに、地質の健全性評価
の指標の構築に向けて調査分析を進めていきたい。
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