
トンネル事業における地質課題
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１．はじめに

　トンネルは道路、鉄道、水路等を通すことを目的と
した最長数十kmに及ぶ線形構造物であり、トンネル
両端の2地点をなるべく最短で結ぶという必要性か
ら、地質課題を有する箇所を完全に避けることは困難
である。例えば、土被り数百m以上、地表近くの未固
結地盤、河川直下、あるいは地質が複雑･脆弱な箇所
等、様々な地質課題を有する場所を掘削する必要に迫
られる。さらに、十分な精度で事前に地質調査を実施
することが難しい場合があり、施工中の精度の高い地
質の評価が重要となる。
　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。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る1），2）。このため、ト
ンネル建設では、調査設計、施工および維持管理の各
段階に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る。
　防災地質チームは2009年に「トンネル建設における
地質的課題」と題した3回の解説を連載した。このう
ち（1）～現状と課題、トンネルデータの活用、および
完成後の変状～3）では、過去20年間の北海道の国道ト
ンネルについて延長が2km以上となるトンネル建設の
比率が増加していることを示し、その背景として防災
対策が必要な危険斜面の回避、高規格道路の整備促
進、NATMの普及に伴う施工技術の向上がトンネル
の延長増となる理由であることを述べた。また、トン
ネル完成後の盤ぶくれや覆工の押し出し等の変状事例
の分析結果から、火砕岩類の地山では掘削時には良好
な岩盤であっても、掘削後の地下水環境の変化や緩
み、あるいはスメクタイト等の粘土鉱物が吸水膨張す
ることで、完成後のトンネル支保構造に塑性圧が経時
的に作用する場合の多いことを指摘した。
　あわせて、トンネル建設で蓄積された工事設計図書
類、地質調査報告書、ボーリング調査報告書、施工時

表－1　北海道内のトンネル事業の概要

の計測結果等のデータをもとに、地山分類の乖離が工
程管理や予算措置等に影響を及ぼす場合があるため、
調査設計時の地山評価の精度を向上させる取り組みが
さらに必要であることを述べた。
　トンネル建設における地質的課題（2）～計画･調査
段階における物理探査法～4）では、調査設計段階で実
施される物理探査法に焦点をあて実際の探査事例を解
説するとともに、屈折法弾性波探査、電気探査、電磁
探査（CSAMT法と空中電磁法）およびIP法のトンネ
ル地質調査への適用性やその課題と近年の動向、なら
びに調査設計時の物理探査手法のあり方について述べ
た。
　本稿では、トンネルの施工と維持管理の各段階にお
ける地質に関わる問題をこれまで北海道で建設された
国道トンネルの事例をもとに整理するとともに、寒地
土木研究所防災地質チームがこれまで取り組んだトン
ネルの地山評価や維持管理に関連する研究の成果を交
えて述べる。

２．トンネル事業の現状

　表－1に北海道土木技術会トンネル研究委員会の資
料5），6）による、現在と約10年前の北海道内のトンネ
ル事業の本数と総延長を示す。本数は40本から41本と
10年前とほとんど増減はないが、延長は約71kmから
150kmと北海道新幹線のトンネル事業における大幅増
もあり、倍増している。

寄　稿 シリーズ「土木事業における地質課題」（３）

寒地土木研究所月報　№786　2018年11月   57



有効であることを述べている。
　施工では、主に覆工部材に関する内容が多いが、こ
のうち、掘削に用いる発破や吹付けコンクリートの技
術開発は、地質との関係を有しているといえる。
　物理探査は4件であるが、調査設計時の地質調査で
の適用や施工時における切羽前方の地質性状を確認す
るために適用されており、地山の地質状況を把握する
ための手法として適用されている。維持管理における
背面空洞への注入は、劣化した岩盤が崩落することを
予防するための対応であり、地質の問題と切り離しで
きない。
　現在のトンネル事業では、以上のような地質的問題
への対応が主に施工時に取り組まれており、その事例
を公表することで、建設の難しい地山の掘削に対する
情報共有がなされている。

３．トンネルの施工段階の地質課題

３．１　先進ボーリング調査による地山分類

　トンネル施工を妨げる要因は、湧水の影響、地圧の
影響および坑口付近の施工にあることを池原10）が鉄道
トンネルの事例をもとに、書籍としてまとめている。
これらの要因は、道路トンネルでも共通している。こ
の書籍の冒頭には「掘削前に想定した鋼製支保工と実
際に建て込んだ支保工の実績を比較してみると、当初
の想定通りに建て込んでいる比率は約50％に過ぎな
い」とあり、地山評価の難しさと地質の観察や掘削工
法の選定がトンネル工事費に大きく影響することが50

　表－2に、過去10年間に北海道土木技術会トンネル
研究員会が開催するトンネル技術研究発表会7）で発表
された論文から、発表内容に関するキーワードを整理
し、トンネル事業に関係する項目として抽出した結果
を示す。発表内容は、技術開発・研究、施工、地形地
質、物理探査、維持管理、重金属および報告・その他
の7つに区分した。発表総件数は74件であり、地形地
質が28件と多く、次に施工が18件、技術開発・研究が
10件と続く。地形地質では、蛇紋岩地山を横断する事
業が進められており、その掘削と変位計測に関する発
表が8件ある。蛇紋岩地山では、大きな地圧が作用す
ることから、支保構造を修正するとともに地山挙動の
監視をより強化した計測を実施している。この外、地
圧に関しては、変状が生じた事例も2件ある。
　地すべりや低土被りで低強度、未固結地山における
掘削が6件で、比較的浅部では掘削に伴う地すべり滑
動や地表面沈下等、トンネル周辺環境への配慮が不可
欠といえる。
　ウォータータイト構造、高圧湧水、多量湧水等、地
下水に関する発表は6件あり、湧水が生じると坑内か
らの排水や泥濘化の防止措置等、施工に及ぼす影響が
大きいことから、湧水の発生を事前に予測することは
重要と考えられる。伊東ほか8）は、2008年以降に竣工
した北海道の国道49トンネルの地質と地質課題の関係
を文献や資料をもとに整理し、地質課題として最も多
かったのは自然由来重金属類（21件）、次に大量湧水
（6件）と変状（6件）であることを報告している。また、
とくに多量湧水の事前把握に先進ボーリング調査9）が

表－2　過去10年間に研究発表されたトンネル事業に関する項目（文献7をもとに整理）
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　分析の結果、調査設計時の地山分類の結果が、先進
ボーリング調査を実施することで地山分類の精度が向
上し、追加の施工費が減少する。試算の結果、C1か
らD2の地山分類において53～118千円減の費用対効果
があることが分かった（表－5）。先進ボーリング調
査によって地山分類を推定する精度が向上し、費用対
効果もあることがわかったが、今後も引き続き実際に
生じた問題をもとに分析を進める必要がある。

３．２　地山分類における評価指標

　先進ボーリング調査によって地山分類の精度が向上
するのは、掘削直前の切羽前方の地山から採取した試
験試料やボーリング孔内の原位置での測定結果をもと
に評価していることもその理由と考えられる。
　北海道開発局の道路設計要領9）における地山分類の
岩種は、「剥離性に富む古生層～深成岩」、「剥離性
に富まない古生層～深成岩・火山岩」および「第三紀
堆積岩類」の3つに区分（吸水膨張性を有する蛇紋

年以上前の調査結果にも示されている。
　湧水と地圧の両方を掘削前に評価できる方法のひと
つとして、先進ボーリング調査9）がある。先進ボーリ
ング調査は平成3年の北海道開発局道路トンネル設計
施工要領から「原則、全線で実施する」ことが記載さ
れている。先進ボーリング調査は掘削直前に切羽前方
における地質性状が把握できること、掘削したボーリ
ング孔を通じて湧水を事前に排除できること、また、
掘削ズリから溶出する重金属類の種別や濃度を試験で
きることなど、そのメリットは大きい。一方で、先進
ボーリング調査は切羽面から約2日かけて100m程度を
掘削することから、その間、トンネル掘削自体は停止
し、掘削機械の損料等の費用が生じる。つまり、先進
ボーリング調査に投資した費用に対する効果が得られ
ているかが問題となる。防災地質チームでは平成29～
30年度に「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」として公募型共同研究（共同
研究者：公益財団法人深田地質研究所、（株）フジタ）
を実施し、先進ボーリングによる調査結果の収集分
析、地山評価における先進ボーリングの効果の分析、
地質に応じたトンネル先進ボーリング調査法の検討に
関して調査分析や研究を進めている。
　亀村ほか11）は、北海道の国道トンネルでの調査設
計時、先進ボーリング調査時および施工時における地
山分類の変更状況を調べるとともに、費用対効果を分
析している。分析ではまず、施工時の地山分類に対
し、調査設計時と先進ボーリング調査時の地山分類
が、一致したのか、良くなったのか、悪くなったのか
を表－3、4のとおり整理した。表－3では調査設計時
の結果が施工時の評価と一致するのは66％であるが、
27％は悪くなる評価となっている。これに対し表－4

の先進ボーリング調査に基づく評価では、施工時の評
価結果との一致は85％であり、しかも一致しない場合
も悪い方の評価となるのは7％と少なく、調査設計時
の評価の場合との差は歴然としている。とくに調査設
計時では39件（6％）あった2段階悪くなるケースが、
先進ボーリング時の評価では3件（0.5％）と少なくな
っており、先進ボーリングによる判断を加えること
で、大規模な対策を必要とするような想定外の地山条
件に遭遇するリスクを最小限にできると考えられる。
　費用対効果の分析では、必要な施工費用の算出に支
保パターンごとの施工と資材費用、段取り替えに伴う
機械損料や人件費等、多くの条件を仮定した。例え
ば、先進ボーリングの費用を60千円/m、掘削断面積
70m2、発破工法とする一般的な条件等を設定した。

表－4　先進ボーリングの地山分類が施工時に変更した割合

表－5　先進ボーリングによる費用対効果の分析結果

表－3　調査設計時の地山分類が施工時に変更した割合
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岩、片岩類は別途考慮）されている。
　地山分類の指標は、この3区分の岩種に対する弾性
波速度とRQD（計測寸法5cm）が設定されている。
このほか、岩種と関わらずに、亀裂係数、主な地質状
況（亀裂や肌落ち、風化と変質の違い）、地山定数
（準岩盤圧縮強度、粘着力、内部摩擦角、変形係数、
ポアソン比）および地山強度比が指標として用いられ
ている。
　弾性波速度は、先進ボーリング孔内での速度検層と
コアの超音波伝播速度から測定され、その比を亀裂係
数12）として、地山内の亀裂を考慮した状態で地山分
類に用いている。亀裂により弾性波速度が変化する場
合、地山分類でも評価に差が生じると考えられる。そ
こで、これまで北海道の火山岩地山に建設された国道
11トンネル総延長23.1kmにおいて、その施工時に切羽
面から実施した先進ボーリング107孔のダウンホール
法による速度検層の弾性波速度（以下，Vph）ならび
に、室内でのコア789試料の超音波伝播速度測定によ
る弾性波速度（以下，Vpc）の関係を比較した。トン
ネルの岩種は安山岩、石英安山岩、溶岩、自破砕溶
岩、水冷破砕岩、火山角礫岩、凝灰角礫岩および火山
礫凝灰岩である。また、熱水変質を受けた地山に
NATMで建設された延長3.0kmの調査トンネルでの先
進ボーリング10孔のVphと14試料のVpcを含めて比較
した。なお、VphはVpcの採取箇所における速度とし
ている。
　図－1に先進ボーリング孔での速度検層とコアの弾
性波速度の関係を示す。測定に供するコアには通常、
顕在的な亀裂はなく、ボーリング孔周辺の地山には弾
性波速度の伝播を阻害する亀裂が存在すると考えら
れ、一般にVph＜Vpcの関係が成立する。しかし、実
際にはこの火山岩の事例のように、図－1の左上の領
域（Vph＞Vpc）にプロットされるデータが存在する。
このようなデータを地山分類に適用するには、評価の
精度低下の恐れがあることに注意が必要である。ま
た、調査トンネルのデータでも、Vph＞Vpcの領域に
プロットされるデータが確認できる。
　この逆転する原因として、Vpcは含水状態の変化、
鉱物構成、マイクロクラックの発生等の影響13）を受
けたことで、コアに掘削直後からその影響が経時的に
生じることが考えられる。そこで、調査トンネルの先
進ボーリングの掘削日からVpcの室内試験日までの経
過日数を調べた14）。
　図－2に有効間隙率とVpcの関係を示す。有効間隙
率とVpcには負の相関が確認できる。また、有効間隙
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図－1　速度検層とコアの弾性波速度の関係

図－2　有効間隙率とVpcの関係

図－3　掘削からの経過日数とVpcの関係
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数に対する点検の実施率は、道路メンテナンス年報17）

によると86％であり、計画実施率69％より高い状態で
ある。
　ここでトンネル定期点検要領には、トンネルの変状
と健全度の診断と措置が示されている。変状は、「ト
ンネル本体工の覆工、坑門、天井板本体等に発生した
劣化の総称」と定義されている。また、建設後に発生
する変状の原因は、外力、材質劣化および漏水の3つ
の形態に区分されている。このうち、外力は直接的に
覆工背面の地質の性状と関わるが、漏水についても地
質との関わりを有している。
　道路トンネル維持管理便覧18）においてもトンネル
の漏水は、覆工コンクリートの耐力低下や材料劣化、
車両の安全な通行等に影響を及ぼす場合があることか
ら、変状のひとつとして示されている。そのため、漏
水の発生箇所、漏水量、漏水の濁り、補修や漏水防止
工の機能状況等に着目して点検することが必要であ
る。しかし、トンネルの点検時に把握できる漏水の発
生箇所や漏水量は季節変動や降雨等に起因する地下水
の状態によって変化し的確に把握できない場合がある
ため、通年でのトンネル坑内の気象環境を把握してお
くことも必要である19）。

５．おわりに

　近年、少子高齢化による生産年齢人口の減少による
建設現場での人材不足が今後の課題となっており、土
木事業における一部の分野では、情報通信技術（ICT：
Information and Construction Technology）の活用、
また、規格の標準化等、I-Constructionを進めること
で生産性向上に向けた取り組みが行われている。
　このような情報化施工は、現場作業の高度化や効率
化、例えば、IoTを利用して施工状況をモニタリング
しながら施工するなど、安全に作業を進めるためにも
非常に重要といえる。
　トンネル工事では、切羽において露出した岩盤の落
下（肌落ち）による労働災害の発生状況を踏まえて、
「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対
策に係るガイドライン」20）が平成30年1月に改正され
た。
　災害を招く肌落ちを生じやすい岩石岩盤の特徴や条
件を明らかにし、安全な施工に資することもトンネル
事業における地質課題といえる。

謝辞：本稿の作成にあたり、貴重な調査データを提供

率を10％ごとに区分したが、その区分ごとにVpcに差
が認められる。
　図－3に先進ボーリングの掘削から室内試験日まで
の日数とVpcの関係を有効間隙率別に示す。図中の直
線は有効間隙率ごとの近似直線である。Vpcは、コア
の掘削から3～18日後（平均8.8日）に測定されてお
り、有効間隙率が20％より大きい場合、経過日数が多
くなるとVpcが低くなる傾向がみられる。
　以上のことから、今回の火山岩では、日数の経過に
伴い、初期の状態から変化していることが考えられ、
掘削直後からの保管状況の違いや環境の変化に起因し
た劣化の進行が推察される。また、時間の経過に応じ
た弾性波速度の低下を見積もるためには、有効間隙率
が効果的な指標となることが示唆された。

４．トンネルの維持管理段階の地質課題

　昭和39年に土木学会からトンネル標準示方書の初版
が発刊された15）。全4編（総則、調査、設計および施
工）104条からなる初版のうち、第2編「調査」第1章
「総則」の第3条（調査の意義）には、「調査は、トン
ネルの設計、施工ならびに完成後の維持管理に重大な
影響を与えるものであるから、必要な基礎資料を得る
ように万全を期さなければならない」、また、第5条
（調査成果の保存）には、「調査の成果は、十分に整
理、整頓し、後日の利用に備えて適切に管理、保存し
なければならない」とある。このように初版の発刊当
時から、トンネル建設後の維持管理の重要性を前提と
して条文が記載されている。一方、笹子トンネルでの
天板崩落事故を契機としてトンネル定期点検要領が改
訂され16）、道路管理者の義務がより明確化された。
この定期点検要領では、点検の適用範囲、頻度、体制
の外、点検、健全性の診断、措置および記録のいわゆ
るメンテナンスサイクルの重要性が示されている。
　点検では、構造物ごとに国が定める統一的な基準に
よって、5年に1回近接目視による全数監視を実施する
こと、診断では構造物の健全度を把握するとともに統
一的な尺度で健全度の判定区分を設定して診断を行う
こと、措置では点検と診断の結果をもとに損傷の原因、
施設に求められる機能、ライフサイクルコスト等を考
慮した計画的な修繕を実施すること、記録ではメンテ
ナンスサイクルが定着するよう全道路管理者の点検、
診断、措置の結果をとりまとめ、国等が評価するとと
もに公表して「見える化」を図ることが示されてい
る。北海道の国道トンネルでは、平成26年12月の施設
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10）池原武一郎：トンネル施工の問題点と対策、鹿島
出版会、pp.35-44、1966．

11）亀村勝美・倉橋稔幸・岡﨑健治・山崎秀策・村山
秀幸・丹羽廣海：先進ボーリングによる地山評価
とその効果、土木学会、第28回トンネル工学研究
発表会報告集、2018．（投稿中）

12）永井哲夫・池尻　健：亀裂係数の定量的評価方法
の提案、土木学会第29回岩盤力学に関するシンポ
ジウム講演論文集、pp.231-235、1999．

13）Y.ケーガン・V.パウシアウスカス（西澤　修・金
川久一訳）：岩石物性入門、丸善、pp.59-81、2012．

14）岡﨑健治・倉橋稔幸・山崎秀策：トンネル施工時
の速度検層と岩石試験による弾性波速度に関する
一考察、日本応用地質学会北海道支部、平成29年
度研究発表会講演予稿集、第37号、pp.26-27、
2017．

15）土木学会：トンネル標準示方書、pp.1-26、1964．
16）国土交通省道路局国道・防災課：道路トンネル定
期点検要領、pp.47-50、2014．

17）国土交通省道路局：道路メンテナンス年報、2018．
18）日本道路協会：道路トンネル維持管理便覧【本体
工編】、pp.35-89、2015．

19）岡﨑健治・倉橋稔幸・山崎秀策：矢板工法による
トンネルの漏水発生状況の連続観察事例、寒地土
木研究所月報、No.779、pp.22-26、2018．

20）厚生労働省労働基準局：山岳トンネル工事の切羽
における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
の改正について、2018．

していただいた国土交通省北海道開発局の関係各位
に、ここに記して厚くお礼申し上げる。
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