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はじめに

土木学会のトンネル用語辞典1)では、トンネルと
は「上部を含め周辺が地山や他の構造物で覆われてお
り、交通、輸送等の用途に供する空間またはそのため
の構造物」と示されています。トンネルは地下構造物
であること、また、その延長が長い場合、トンネル設
計時の調査では地山全体の地質性状を詳細に把握でき
ないことがあり工事中にも地質調査を行う必要があり
ます。代表的な調査として、掘削箇所（トンネルの切
羽面）に出現する地質の観察や掘削に伴い生じる変位
量の計測等を行いトンネルの支保構造を見直していま
す。また、北海道開発局のトンネル工事では、掘削箇
所直近の地山の地質性状を把握するため切羽面から前
方の地山に向けて水平ボーリング調査2)を行い岩石の
物理強度特性を調べるとともに、地山の亀裂状況、湧
水の多寡及び重金属類の含有量や溶出特性を掘削前に
調べています。
本稿では、トンネル工事中に行われているボーリン
グ調査の方法等についてQ＆A形式で紹介します。

Ｑ１：トンネル工事中の地質調査はなぜ必要ですか？ 

Ａ１：トンネル切羽面の一寸先は不可視で、どのよう
な地質が出現するのかが分かりません。トンネル工事
中の地質調査は前述のとおり詳細な地質性状の把握と
トンネルの支保構造を見直しするために実施していま
すが、安全に工事を進めるためにも不可欠です。
労働安全衛生規則第二編第六章では、掘削作業等に
おける危険を防止するため、第三百七十九条に「事業
者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、
ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あら
かじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の
状態をボーリングその他適当な方法により調査し、そ
の結果を記録しておかなければならない」と事前調査
における地質情報把握の必要性が示されています。ま
た、第三百八十一条では「事業者は、ずい道等の掘削
の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による

労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びそ
の周辺の地山について、地質及び地層の状態、含水及
び湧水の有無及び状態、可燃性ガスの有無及び状態、
高温のガス及び蒸気の有無及び状態を観察し、その結
果を記録しておかなければならない」とありトンネル
工事中の地質調査の必要性を示しています。

図－1にトンネル工事中に発生した災害の程度を示
します3)。資料は平成12～22年までの肌落ち（切羽面
からの落盤）による死傷者47名の内訳となります。ト
ンネルの地質性状によっては掘削に伴い崩れやすい状
態となるもの、また、水が供給されることで時間の経
過に伴い性質を変化させるものが存在します。このよ
うな工事に問題となる地質性状を予め知っておくこと
が重要となります。そのため切羽面の観察や変位量の
計測のほか、切羽前方の地山における地質性状を調べ
るための調査が行われています。

Ｑ２：切羽前方の地山の地質性状を把握するため、ど

のような調査が行われていますか？

Ａ２：図－2に2007～2020年の土木学会年次学術講演
会におけるトンネル工事中の調査に関する発表件数の
推移を示します。総発表件数は191件ありました。そ
の内訳は「削孔調査」が93件、「物理探査」が75件、「そ
の他」が23件です。このうち「削孔調査」はトンネル
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図－1　トンネル工事中の災害の程度3)
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の掘削機械であるドリルジャンボによるさぐり削孔、
切羽前方へのボーリング調査等が相当します。また、
「物理探査」は発破使用時の弾性波を利用した調査等
に相当します。さらに、「その他」は坑内計測結果と
数値解析を併用した切羽前方地山の評価方法等に相当
します。
発表件数は約10年前の2007～2010年頃は毎年5件以
下と発表件数は少ないものの2011年から増加し、2015
年以降はおよそ20～30件の発表となっています。この
発表件数の増加期間では削孔調査も物理探査も同程度
の増加傾向を示しており、両手法がこの期間に成熟し
た技術に発展したことがうかがえます。また、2009年
には道路トンネル観察・計測指針5)が改訂され、新た
に「前方探査」が記載されたことも調査を行う契機に
なっていると考えられます。
ボーリング調査は切羽前方の地質試料を直接に得る
ことができ、地質性状を直接に視認できる点において
優れているほか、水抜き等の効果を期待できます。ま
た、岩石の硬軟、膨張性を有する鉱物の含有状況、掘
削岩盤の亀裂の方向や間隔、重金属類の含有や溶出特
性を掘削前に把握することにより、その対策や設計時
の評価を見直すこともできます。

Ｑ３：切羽前方へのボーリング調査にはどのような方

法がありますか？

Ａ３：�切羽前方へのボーリング調査として、主に普
通工法（ロータリー式でのコア採取）とロータリーパ
ーカッションワイヤーライン工法があげられます。

写真－1、2に両工法の掘削状況、両工法によって掘
削した岩石コアの状態を示します。

両工法による掘削は、毎分1.5t程度の湧水のためロ
ータリーパーカッションワイヤーライン工法では掘進
が不能となったことから普通工法に切り替えた際の事
例4)であり、コアは新第三紀中新世の泥岩となります。
両工法によるコアを比べると同種の岩石でも掘削方法
の違いから割れ方が異なることがわかります。また、
普通工法によるコアは高品質であり、多くの地質情報
を得るための試験等に供することができます。一方、
ロータリーパーカッションワイヤーライン工法におい
ても岩片での強度試験や重金属等の分析は可能です。
また、ロータリーパーカッションワイヤーライン工法
で岩石試験等が可能なコアを採取するためのロッドに
交換し、その一部だけを掘削することで試験試料を採
取する事例6)も報告されています。なお、両工法はト
ンネル工事の企業主体や現場条件、例えば、短期間で
地質情報を知りたい場合、主に地下水の存在を把握し
たい場合、コストに制約がある等の理由によって使い
分けされています。
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写真－1　コア採取方法の掘削状況

図－2　 土木学会年次学術講演会におけるトンネル工事中

の調査に関する発表件数の推移（文献4）に加筆）
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Ｑ４：ボーリング調査での評価項目を教えてください

Ａ４：トンネル工事中に実施するボーリング調査では
地山分類7、8)のための項目、例えば、岩種、弾性波速
度、RQD、亀裂係数、地質状況、強度等の地山定数、
地山強度比等を指標として評価を行っています。これ
らの項目による評価は設計時と工事中で同じ判定とな
る物性値の区分毎に行っています。しかし、設計時に
は坑口周辺等での調査結果を主に用いるのに対し、工
事中では切羽前方の掘削箇所での調査結果を用いてい
ます。そのため、工事中に実施するボーリング調査の
結果に基づく直接的な情報による地山分類の評価指標
やその評価判定のための物性値の区分を設定すること
が必要と言えます。
また、評価では同じ地質であっても地山分類の項目
間で評価が異なること、さらに、ひとつの評価の項目
に設定されている物性値の区分に対し実際の試験結果
等が合致しないこともあり判定が難しい場合がありま
す。亀村ら9)はボーリング調査を行う地質技術者への
地山評価の考え方に関するヒアリング結果から、現在
の地山分類表を用いた判定では複雑な地質で判定が難
しくなるという回答を得ています。その対応として、
コアの状況を事前調査段階で想定されている地質状況
と照らし合わせて総合的に判断することが望ましいこ
とを述べています。コアによる岩石試験の値は点の情
報であり参考値として見ているからです。また、ボー
リング調査の結果が実際の工事の最終的な地山分類と

の関係にフィードバックされないため、地質技術者の
知見の集約や設計技術者と意思疎通できないことを指
摘しています。このためデータの蓄積による実態に合
致した評価の項目の選定や、物性値の区分の見直しと
体系化、逆に個々のトンネルでの現場条件と技術的な
裏付けによる弾力的な運用によって工事を進めること
が望まれます。

Ｑ５：ボーリング調査の効果を教えてください 

Ａ５：これまでのトンネル建設で蓄積されたデータを
分析した結果10、11）、トンネルの掘削費用はどの地山等
級においてもボーリング調査の評価を加えることで減
少し、その減少額はボーリング調査自体の費用を上回
る利点を得られます。さらに、工事中のボーリング調
査は設計時と比較して施工時の地山評価との一致率が
高まり乖離する割合の低いことが分かっており手戻り
がない情報を得ることができます。
ただし、工事中のボーリング調査は切羽面で行うこ
とから、トンネル掘削が一時中断するため工程遅延の
要因となります。また、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を行うため
の物性値の区分や経時的な違いを把握するための手法
として難しい場合があることから、新たな評価の項目
や区分方法を構築する必要があると言えます。
以上のように、工事中に実施するボーリング調査に
はメリットやデメリットを有しますが、地質性状を加
味することや、状況に応じて物理探査等12)の複数の調
査手法を併用することが望ましいと言えます。

おわりに

トンネル工事において地質の評価が十分な精度を有
さなければ、掘削に伴う地圧の作用や周辺部の緩みに
よる内空断面の変化、突発的な湧水の発生等の問題が
生じる場合があります。また、建設時に問題が生じな
かった箇所でも岩盤劣化等が経時的に進行すること
で、供用後に盤ぶくれや側壁の押し出し等の変状が生
じる場合があります13、14）。このためトンネルの建設で
は、調査設計、施工及び維持管理の各段階で建設箇所
における地質の適切な評価、地質に起因する問題の発
生を予察することが求められます。
防災地質チームでは、トンネル工事で問題を生じさ

写真－2　採取方法別のコアの状態の違い

a)普通工法（ロータリー式）のコア

b) ロータリーパーカッションワイヤーライン工法のコア
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せる地質性状をより精度良く評価するための調査や研
究を今後も進める予定です。
� （文責：岡﨑　健治）
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