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山岳トンネル事業において、掘削時あるいは施工後、時間遅れで変状が生じる事例がある。
北海道で新第三紀火山岩類を掘削した国道トンネルを例に、時間遅れ変状区間で採取された先
進ボーリングコア試料の岩石学的・鉱物学的解析を行い変状要因を明らかにした。コア試料の
時間遅れ変状部では、炭酸塩鉱物の溶解と硫酸塩鉱物の生成が認められた。変状の原因となっ
た膨張・崩壊の進行は、熱水変質を受けた火山岩が掘削により酸素と水に接することで、硫化
鉱物の酸化分解が生じ、それに伴い生成された硫酸が岩石組織を拘束していた炭酸塩鉱物類の
溶解を促進し、膨張性粘土鉱物の吸水膨張を時間遅れで引き起こしたためと考えられる。
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1. はじめに

2. トンネル地質と変状区間の概要

北海道に位置する国道トンネルは延長 2995 m の山岳
トンネルであり（図-1）、平行する旧トンネル（昭和 52
年開通、延長 1901 m）の老朽化による付け替え事業と
して施工された。矢板工法で施工された旧トンネルにお
いては、共用から数年後までの間に、トンネル中央部付
近の５区間で最大 30 cm におよぶ変状が発生し、度重な
る対策工が行われた。一方、新トンネルにおいてもイン
バートコンクリートの打設後、2 区間でインバートの盤
膨れが認められたため、縫い返しによる変状対策が実施
された。新旧のトンネルは中央部付近で 500-800 m の距
離で平行しており、ほぼ同じ層準の地層が掘削されてお
り、また、変状区間も両トンネル共に中央部付近に出現
する点で共通している。
本報告では、新トンネルの変状区間から採取された先
進ボーリングコア試料を岩石学的・鉱物学的に分析する
ことで、新旧トンネルに共通した時間遅れでの変状現象
の地質学的要因を解析した。

新トンネルは延長 2995 m、基点側標高が約 150 m、終
点側約 200 m、最大土被り約 330 m の山岳トンネルある。
地山の地層は新第三紀中～後期中新世の毘砂別溶岩・集
塊岩層上部層１）からなり、基点側から安山岩溶岩・自
破砕溶岩（弱～中変質部）、安山岩溶岩・自破砕溶岩
（非～弱変質部）と、それらを覆う非変質の安山岩溶岩
に区分されている。事前調査段階における地山分類はそ
れぞれ、DI、CII、CI 級と判定された（図-1）。施工段
階では約半分の区間で CII パターンで施工されたが、切
羽からの湧水および泥濘化が著しいことから、全線でイ
ンバートが設置された２）。安山岩溶岩・自破砕溶岩
（非～弱変質部）に位置する、基点から 1595-1620 m 区
間と 1700-1730 m 区間において、インバートコンクリー
トの施工後に盤膨れが発生し、縫い返し対策が行われた。
起点側変状区間における変状および対策の経緯は次の
通りである。切羽通過から 19 日後までに吹き付けコン
クリートにクラックの発生と RB プレートの食い込みが

図-1 新トンネルの地質断面図と変状箇所
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確認され、再吹き付けによる対策が施工された。その後、
55 日経過した時点で同地点の路盤に盤膨れが確認され
たため、増しロックボルトによる対策工が施工された。
そして、61 日後にインバートコンクリートの打設が行
われたが、その 7 日後に盤膨れによってインバートに約
10 cm の浮き上がりが発生したため、縫い返し対策が実
施されている。応力解析からトンネルの変状は、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
作用したことが発生原因とされている。
起点側の変状区間の岩盤は、最大土被り部（290-330
m）にあたり、先進ボーリング調査により RQD(5)は平
均 99、坑内弾性波速度検層値は Vp＝ 3.5、地山強土比は
平均 5.1 とされ、岩級は CII 判定、施工も CII パターンで
施工された。コア記載の所見として、亀裂の少ない塊状
岩盤であるが、岩片は軟質で容易に細粒化・泥濘化する
と記述されていた。掘削時の切羽観察からは、変状区間
内に最大厚 10 m 程度の強変質軟弱部が確認されている。
また、その後の詳細検討により、中～アルカリ性の熱水
変質を受けたデイサイトが、膨張性判定の指標値２）と
なる 20%超のスメクタイトを含有することが、変状の素
因であると報告されているが、局所的に時間遅れ変状が
発生した理由は不明であり、他の誘因の関与が示唆され
ている３-４）。

3. 調査・分析方法

図-2

(1) 変状区間の先進ボーリングコア試料の観察
時間遅れ変状の地質的要因の解明を目的として、起点
側の変状部（起点より1595-1620 m）区間を含む、5 m区
間のコア試料（1593-1598 m: KB-14コア52-57 m）に着目し、
岩石学的および鉱物学的解析を行った。図-2に5 m区間
のコア試料の岩相記載と、膨張・崩壊現象の経過を示す。
この区間は、暗色の礫状部（後述の玄武岩質エンクレー
ブ）を多数含む、デイサイト質溶岩を主体とし、礫状部
と同質の玄武岩質塊状溶岩部と玄武岩質～デイサイト質
溶岩の混在部からなる。変状区間付近には、数cm程度
の断層粘土が存在する。この先進ボーリングコアには、
掘削直後は健全であった部分が膨張した後、細かな岩片
へと崩壊する現象が掘削後から数日～数ヶ月以上の時間
をおいて発生し、33ヶ月経過した時点においても膨張・
崩壊範囲に拡大が認められる（図-2）。
(2) 試料採取
分析試料は、健全部と膨張・崩壊部の比較のため、コ
ア掘削から29ヶ月および33ヶ月経過時に採取した（図2）。29ヶ月経過時では、時間依存性を検証するため
1593-1596 mから、掘削直後の崩壊部（試料5）、14ヶ月
経過後に崩壊が確認された部分（試料3，4）、そして29
ヶ月経過時の新たな膨張・崩壊部（試料2）と健全部
（試料1）から5試料をX線回折分析用試料として採取し
た。また、33ヶ月経過時に1596-1598 mでは、掘削時に既
に存在した割れ目を挟んで両側に膨張・崩壊が進行して
いる部分から試料を採取し、膨張・崩壊現象と岩石組織
との関係を薄片作成およびX線回折分析によって解析し

起点側変状区間における先進ボーリングコアの時間遅れ膨張・崩壊現象の経緯。色付きバーは
各時点で新たに確認された膨張・崩壊箇所を表している。
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図-3 33ヶ月経過時の健全部（試料 6）および膨張・崩壊部（試料 7）の薄片写真。a)試料採取位置、b)と d）はオ
ープンニコル、c)と e)はクロスニコル写真。Pl：斜長石、(Amp)：角閃石仮像、Py：黄鉄鉱、Dol：ドロマイト

た（図-2の試料6, 7）。また、この区間の岩石には暗色
の玄武岩質エンクレーブを多く含むが、判別できる限り
デイサイト質の母岩部から試料を採取した。

組織は、すべて微細な粘土鉱物（スメクタイト）、珪酸
塩鉱物、および炭酸塩鉱物（方解石、菱鉄鉱）に置換さ
れており、初性的な鉱物・組織は認められない。また、
石基部および班晶鉱物は、脈～網状に注入した炭酸塩鉱
(3) 試料調整・分析手法
物（方解石 or ドロマイト）によって破砕・充填されて
掘削直後岩石薄片用およびX線回折分析用の試料片は、
いる。また、石基部および炭酸塩鉱物脈に伴って自形か
粘土鉱物の水分による膨張を避けるために岩石カッター
ら半自形の不透明鉱物（黄鉄鉱・白鉄鉱からなる硫化鉄
を用いて水を使用せずに切り出し、薄片試料の作成には
鉱物）が多く認められる（図-3b、3c）。
水の代わりにエタノールを用いて研磨を行った。一方、
一方、膨張・崩壊部は、健全部同様の斑状組織および
X線回折分析はめのう乳鉢にて粉砕後、不定方位試料を
変質を示すが、健全部で顕著であった脈～網状の炭酸塩
作成し、寒地土木研究所設置のPANaritical社製X線回折
鉱物はほとんど認められず、石基部および斜長石班晶に
装置EmpyreanにてCu管球、出力40 kV、45 mA、測定ステ
は鉱物脈が溶脱した痕跡として割れ目が存在する（図ップ幅0.0026°、スキャン速度0.074° / secの条件にて測定
3d、3e）。
を行った。また、2θ = 6°付近に認められる粘土鉱物の判
記載をまとめると、起点側変状区間の岩相記載は従来
別のため、エチレングリコール処理を行い、ピーク移動
の報告で、玄武岩質の円～亜円礫を含む自破砕状安山岩
の有無により判別を行った。
溶岩（あるいはデイサイト溶岩）とされていたが、コア
観察及び薄片記載からは、玄武岩質エンクレーブを伴う
塊状デイサイト溶岩であると結論づけられる。エンクレ
4. 結果と考察
ーブの起源は、マグマ溜まりにおいて、２種のマグマが
不完全に混合した状態のまま、地表に噴出したものであ
(1) 岩石薄片の岩石学的特徴
ると考えられる５）。また、健全部は弱変質として記載
時間遅れで変状が認められたコア試料の健全部（試料
されているが、顕微鏡観察に基づくと、実際は粘土鉱物
6）と膨張・崩壊部（試料 7）から作成した岩石薄片の
を伴う珪化作用と、炭酸塩鉱物および硫化鉱物を伴う鉱
偏光顕微鏡観察の結果は以下の通りである（図-3）。健
化作用という、熱水変質を被った強変質岩とするのが妥
全部から採取した岩石は、0.1-5 mm 程度の斜長石・角閃
当であろう。
石の自形斑晶、融食形をしめす石英班晶伴う斑状組織を
持ったデイサイト質火山岩である。角閃石班晶はすべて
(2) X線回折による鉱物組成変化の特徴
粘土鉱物・不透明鉱物に置換された仮像となっている。
33ヶ月経過後に1597 m部分から採取された崩壊進行部
一方で、石英･斜長石班晶は変質を受けていない。石基
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図-4 変質反応により崩壊が進行した箇所の X 線回折プロファイル（33 ヶ月経過時点）

の分析結果を図-4に示す。健全部（試料6）、膨張・崩
壊部（試料7）は、共通して石英・斜長石の班晶鉱物の
ピークが、変質鉱物としてスメクタイト、クリストバラ
イト、トリディマイトが検出された。硫化鉱物（黄鉄
鉱・白鉄鉱）も両者で検出されるが、崩壊部の含有量が
著しく多い。膨張・崩壊部（試料7）の特徴として、硫
酸塩鉱物（石膏・ジャロサイト）のピークが出現し、炭
酸塩鉱物（ドロマイト・菱鉄鉱）のピークが消失する。
膨張・崩壊部には硫化鉱物が多く含まれるが、崩壊部に
は硫化鉱物脈が多く存在することから、崩壊現象によっ
て増加したものではなく、元々の含有量が高かったので
あろう。
また、膨張・崩壊現象に伴う経時的な鉱物組成変化の
考察を目的として、29ヶ月経過時に採取した試料1から5
のX線回折プロファイルを図-5に示す。29ヶ月経過時試
料は、試料6、7と同様に、健全部・崩壊部に共通して初
性鉱物（斜長石・石英）および変質鉱物（スメクタイト、
トリディマイト、クリストバライト）の鉱物組み合わせ
を示す。黄鉄鉱・白鉄鉱からなる硫化鉱物は、膨張・崩
壊部（試料2-5）にのみピークが認められ、早期に崩壊

した箇所では含有量が少ない傾向にある。また、健全部
（試料1）および14-29ヶ月に崩壊した箇所（試料2）に
おいては、炭酸塩鉱物（方解石、菱鉄鉱）の明瞭なピー
クが認められる一方、14ヶ月までの崩壊部（試料3-5）
では炭酸塩鉱物のピークは認められない。さらに硫酸塩
鉱物として、石膏は崩壊部にのみ認められ、ジャロサイ
トは掘削直後(試料5)および14ヶ月時の試料（試料3, 4）
においてピークが確認された。
以上から、鉱物組成解析の結果をまとめると、膨張・
崩壊現象の進行に伴い、炭酸塩鉱物・硫化鉱物の減少と
硫酸塩鉱物の増加が生じていると考えられる。
(3) 時間遅れ変状の発生メカニズム
先進ボーリグコア試料から明らかとなった鉱物組成の
変化と岩石組織との対応関係から、新トンネルで認めら
れた時間遅れ変状は、図-6 のような過程で起こったと考

図-5 29ヶ月後の先進ボーリングコアにおける変状箇所
の X 線回折プロファイル

図-6 膨張・崩壊に至るまでの岩石組織・構成鉱物の変遷
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えられる。
①溶岩層の固結後、②鉱化作用を伴う広域的な熱水変
質による、珪化作用、スメクタイトによる交代作用、硫
化鉱物の晶出が生じた。この際に、炭酸塩鉱物の網状か
ら脈状の注入も生じ、岩石は比較的硬質となった考えら
れる。こうして膨張性粘土鉱物を多く含むが、含水膨張
が抑制される岩石組織が形成され、時間遅れ変状の素因
となったのであろう。その後、③トンネルの掘削により、
岩盤の緩みと、外気・水分にふれることで、硫化鉱物の
酸化が始まる。④硫化鉱物の酸化反応により、硫酸が生
成され炭酸塩鉱物の溶脱が進み、微細なクラック・間隙
が発達することで、膨張性粘土鉱物の吸水膨張が促進さ
れた。このようにして、掘削後に時間遅れでトンネル地
山の膨張圧が増大したと考えられる。
先進ボーリングコア試料において、膨張・崩壊反応の
中心部において、硫酸成分と炭酸塩鉱物の溶解成分を元
に石膏やジャロサイトといった硫酸塩鉱物が生成されて
いること、膨張・崩壊部が、掘削直後に既に存在してい
るクラックあるいは硫化鉱物の注入脈部から広がってい
ることはこの発達過程を裏付けている。

5. まとめ
時間遅れで盤膨れが発生した新三紀火山岩類の国道ト
ンネルにおいて、変状の地質学的要因の解析を行った結
果、以下の知見を得た。
・ 変状区間の先進ボーリングコアに認められる膨張・
崩壊現象は、33 ヶ月経過時点でも進行が進んでお
り、初期の割れ目から崩壊域が拡大している。この
膨張・崩壊現象の進行に伴って、炭酸塩鉱物の溶脱
と硫酸塩鉱物の形成という岩石組織・鉱物組成の変
化が認められた。
・ 新旧トンネルで盤膨れが時間遅れで生じた地質学的
要因は、トンネル地山の火山岩類に二次的な変質・
鉱化作用によって、硫化鉱物の晶出と、膨張性粘土
鉱物を炭酸塩鉱物が拘束する岩石組織の形成された

ことにあると考えられる。そして、時間遅れ変状は、
掘削後に炭酸塩鉱物が徐々に溶脱することで、拘束
を失った膨張性粘土鉱物の含水膨張を誘引し、トン
ネル地山の膨張圧が徐々に増大したことで発生した
と推察される。
トンネル施工における時間遅れ変状が、どのくらいの
時間経過で変位が顕在化するのか、現場で簡易的に判別
する方法の開発などは解決すべき課題である。これらの
課題は今後、硫化鉱物類の形態や量比、岩石組織などと
炭酸塩鉱物類の溶解速度などとの関係性について検討を
行うことで解決していきたい。
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