
Tunneling and Underground Space Technology Jan 2013 

 
Planning the handling of tunnel excavation material – A process of decision making under uncertainty 

トンネル掘削残土の利用計画 －不確実性下の意思決定プロセスー 

 

Lotschberg tunnel や Gotthard tunnel では、トンネル掘削ずりを吹付けコンクリートや覆工コン

クリートの骨材に再利用した。このような掘削残土の有効活用は、工事コスト削減につながるだけでな

く、最終処分量が減るので環境にも優しい。しかし、実施工では、地質に応じたズリの分別が必要であ

ったり、地質条件によって施工スピードが変化するため、地質や施工条件の変化にかかわらず安定した

骨材供給ができるような残土処分計画が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-１ 掘削残土の利用の流れ 

 

そこで、筆者らはトンネル計画システム DAT(The Decision Aids For Tunneling)に着目した。DAT は

地質条件やこれに応じた施工スピードや単価を入力することで、トンネル工期やコストを算出すること

ができるシステムであり、確率分布を用いて入力データに不確実性を持たせることで不確実性下でのシ

ミュレーションもできるシステムである。筆者らはあるトンネルをモデルに、このシステムを用いてト

ンネルズリの再利用の際の、骨材供給並びに消費グラフを作成した。これにより、時間ごとの骨材供給

量と骨材消費量が把握でき、外部からの購入計画や再利用しない残土の処分計画などの立案が可能とな

った。また、このシステムに地質条件の不確実性を確率分布として入力することにより、不確実性を考

慮した計画を立てることもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-２ シミュレーション結果一例（骨材供給量と消費量） 
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Deduction and use of an analytical expression for the characteristic curve of a support based on yielding steel 

ribs 
降伏を許容する鋼製支保工を対象とした支保特性曲線に関する解析的表現 

 
 特性曲線法（ＣＣＭ）では、支保設置直後から支保工に外力が作用して、

支保工の内空方向への変形を表現する支保特性曲線（ＳＣＣ）が組み込まれ

ている。なお支保特性曲線は鋼製支保工が降伏しないことを前提として作成

されているが、図‐1 に示すような降伏を許容する鋼製支保工も存在する。 
これまでの研究では、この支保工に関する支保特性曲線の定式化がなされ

ていないため、本検討ではシンプルな支保特性曲線（ＳＣＣ）の定式化を行

い、特性曲線法（ＣＣＭ）に適用した結果を述べる。 
支保工への作用荷重と内空方向変位の関係を詳細に示すと図-2 のようになる。

同図では(u1,p1)と(u2,p2)間で支保工がスライドした後、(u2,p2)以降でスライド

量がなくなって弾性変形を起こし、(u3,p3)にて降伏する過程が示されている。

これを数式化すると以下のようになる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
ここで支保工の安全率を Fs=P3/P1 と定義

し、地山条件や支保工の設置タイミングによ

り Fs がどのように変化するのかを考察する。 
図 3 の a は地山が通常の状態、b は脆弱な

状態における支保挙動を示している。同図か

らいずれの地山状態であっても支保の安全率

が変わらないことが理解できる。また図‐4
の a は支保工が遅れて設置された場合、b は

早期に設置された場合の支保挙動を示してい

るが、これについても支保の設置タイミング

が支保の安全率に影響を与えない。他方、図

-5 は支保工の伸縮量を変えた場合における支

保挙動を示しているが、支保の伸縮量が小さ

い b のほうが a よりも安全性が低下するとの

結果が得られた。 
 
 
 

 

図-1 降伏を許容する 

鋼製支保工 

図-2 支保工への作用荷重と内空方向変位 

図-3 地山強度と支保挙動の関係 

図-4 支保設置時期と支保挙動の関係 

図-5 支保の伸縮量と支保挙動の関係 



A statistical grouting decision method based on water pressure tests  

for the tunnel construction stage-A case study 

トンネル掘削時の水圧計測に基づくグラウト注入の必要性に関する統計的意思決定手法 

 

1.はじめに 

地下水位下でのトンネル工事において、地下水位の低下を許容範囲以内に抑えるためトンネル内への

地下水の流入量を制限する必要がある。トンネル内への流入量を減らす一般的な方法としてグラウト注

入が挙げられるが、グラウト注入はトンネル掘削前に地下水の流入量がどの程度低下するかを切羽ごと

に予測する必要があり、この方法として流入量予測方程式や WPTS 等の水圧試験結果が用いられている。

本稿で提案するグラウト注入の決定手法は、統計分析に基づく科学的な根拠を持ち、実施者の経験に依

存しないことが特徴である。以下にグラウト注入においてどのような決定手法がなされているか事例を

用いて説明する。 
 

2. グラウト注入の決定手法について 

 トンネル内への流入量qとトンネル内へ規定流量を比較することによりグラウトの実施の必要性が決

められる。トンネル内へ流入量 q の算出式を式①に示す。式②はそれぞれ求められた流量より算出され

る透水係数である。 
 

 

q：トンネル内への流入量  qA:トンネル内への規定流入量  To：地山の透水係数  H：地下水頭   
rt：トンネル半径  Lt：トンネルの一定区間長  TA：規定流入量における透水係数 
 
 また、WPTS 等の水圧試験で求められる透水係数 T と TAを比較することにより、決定されたグラウ

ト注入手法の信頼度を評価することができる。 
 

３．事例研究（オンカロントンネル） 

 オンカロントンネルにおける事例研究の結果を表-1 に示す。同表では流入量が 1(l/min)と 2(l/min)の
二区間において、2.で示した手法によりグラウト注入実施の必要性を評価し、実際の実施状況を比較し

ている。Number of fans はグラウト注入が検討された区間数であり、Agreement は実施者が 2.で示した

決定手法に基づいてグラウト注入を行ったかどうかの割合を示している。 

 

表-1 グラウト注入の決定手法と実際の実施状況との比較 

 
 
グラウト注入の決定手法において最も高い信頼度を持つ >0.94 において、85％～90％の割合で実

際の現場での注入実施状況と一致した。また信頼度 >0.69 においても、70％～75％と高い割合とな

った。これにより本稿で示したグラウト注入の決定手法は、グラウト注入の必要性を判断する上で有益

な手法だと考えられる。 

 ― 式① ― 式② 



Assessment of relationships between drilling rate index and mechanical properties of rocks 
岩盤の力学特性と削孔性の関係に関する考察 

 
この論文は、岩盤の削孔において強度やその他特性を評価するため削孔指数（DRI）と岩盤の力学特

性の関係について考察したものである。 
32 の異なったタイプの岩石試料（火成岩、変成岩）について、削孔指数（DRI）と岩盤の特性を示す

係数および強度特性の関連性について回帰分析を行うことで評価した。 
 

・岩盤の特性を示す係数：原位置シュミットハンマー反発度、ショア―硬さ、点載荷強度 
・岩盤強度特性：一軸圧縮強度、ブラジル引張強度 
 
この結果、削孔指数（DRI）は一軸圧縮強度、シュミットハンマー反発度、支持硬度、点載荷強度と

相関性がよく右下がりの直線的な関係が得られたが、ブラジル式引張強度とは相関性があまりなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
この検討で岩石の試料に対して削孔性と岩盤力学特性の関係について有益な結果が得られた。今後、

現場での削孔に関する実務的な試験を行い、その関連性を検討する必要がある。 

一軸圧縮強度と削孔指数の関係 ショア―硬さと削孔指数の関係 

ブラジル引張強度と削孔指数の関係 

シュミットハンマー反発度と削孔指数の関係 

点載荷強度（試料径方向）と削孔指数の関係 

点載荷強度（試料軸方向）と削孔指数の関係 



Influence of the fault zone in shallow tunneling : A case study of Izmir Metro Tunnel 

浅いトンネルにおける断層の影響：イズミール地下鉄トンネルを題材として 

 
本論文では脆弱でかつ亀裂の多い岩盤内の浅い位置に設置されるトルコのイズミール地下鉄トンネ

ルを対象として、トンネルの掘削挙動が地表面構造物に与える影響について検討を行ったものである。 
すなわち、初めに地表踏査、室内試験および掘削解析を通じて工事区間のうちリスクの高い範囲を抽出

し、次に地表構造物の状況や掘削前後における地表面の状態を考慮して解析結果と室内試験結果の比較

を行い、最後に地表面に位置する構造物への被害を防止するために既存の支保工を増強する必要がある

ことを述べている。 
 本文ではイズミ－ル地下鉄トンネルプロジェクトのうち、Goztepe 駅付近の断層交差部を最もリスク

の高い範囲として抽出し、駅部および一般部について断層を考慮したトンネル掘削の影響検討が実施さ

れている。計測結果と解析結果の比較を以下に示すが、両者は概ね一致しているとしている。 
 

【一般部（64m2）】 
・地表面沈下：（計測値）19mm   （解析値）18mm 
・天端沈下 ：（計測値）10~11mm （解析値）19mm 
・内空変位 ：（計測値）12mm   （解析値）3~7mm 
【駅部（113m2）】 
・地表面沈下：（計測値）27mm   （解析値）13mm 
・天端沈下 ：（計測値）10~11mm （解析値）12mm 
・内空変位 ：（計測値）12mm   （解析値）12mm 

 
ただし、実際には地表面の構造物にクラックなどの不具合が

生じており、地表面沈下は 10mm 程度（既往文献から設定し

た数値）に抑えることが重要で、先受け工や鏡ボルトなどの対

策工が必要であると結論付けている。ただし、対策工の定量的

な根拠は示されていない。 
 

図-3 断層域での提案支保工 

駅部 

一般部 

図-2 トンネルと交差する断層域で観察された 

地表面構造物の被害状況 

図-1 トンネル標準断面図 


