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山岳トンネル事前調査における地盤リスク評価に関する研究
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Study on a geo risk evaluation in preliminary survey for mountain tunnel

Nobusuke HASEGAWA
Abstract
In construction project, the ground conditions estimated in preliminary survey and actual ones are
sometimes greatly different, and the drastic increase of construction cost in the construction stage may occur
as the result. Such a situation cannot be allowed because of the deteriorating fiscal conditions of the government
or the local public bodies. Therefore, it has been required that the differences should be decreased as much
as possible. As it is impossible to perfectly clarify the ground conditions due to the technical limitation of the
investigation and economical constraint for the investigation, the uncertainty of the ground condition in the
preliminary survey is mentioned. In this paper, variation risk of the construction cost which originated from
uncertainty of such ground conditions was defined as geo risk, and the reduction of the difference by the
reduction in the geo risk was examined.
Generally, seismic velocity is one of the most important information in estimating ground properties in the
preliminary survey for mountain tunnel. Therefore, the factor of uncertainty in ground condition estimation
based on seismic velocity was analyzed and the effect of each factor of uncertainty on the geo risk was
examined. In this study, the geo risk in ground condition evaluation was examined by the ground classification
table and by the method using core evaluation scores. As the result, it was found that the ground condition
evaluation technique using the core evaluation score was effective. In addition, a technique for the geo risk
reduction was proposed on the basis of analysis result for the effect of each uncertainty factor on the geo risk.
Keywords : geo risk, ground classification table, core evaluation point, ground evaluation

（要 旨）
建設プロジェクトにおいては，事前調査において予測される地山性状と実際の地山性状が大きく乖離し，施工段階に
おいて建設費が大幅に増加する事態が生じることがある。国や地方公共団体等の財政状況が悪化するなか，このような
施工段階における建設費の大幅な増加は許容されにくくなってきており，乖離をできるだけ小さくすることが求められて
いる。調査技術の限界や調査に対する経済的制約により，事前調査において地盤条件を完全に明らかにすることは不
可能であり，これにより生じる事前調査における地盤条件の不確実性が上記のような乖離を生じさせる原因の一つに挙
げられる。そこで，本論文では，このような地盤条件の不確実性に起因する建設コストの変動リスクを地盤リスクと定義
し，地盤リスクの低減による乖離量の縮小について検討を行った。
一般に，山岳トンネルの事前調査における地山性状の評価（地山評価と呼ぶ）においては，弾性波速度が重要な情報
となっていることから，弾性波速度に基づく地山評価における不確実性の要因分析と，各要因の不確実性が地盤リスク
に及ぼす影響について検討を行った。検討においては，山岳トンネルの地山評価において一般的に用いられている地山
分類表による地山評価と，最近提案されたコア評価点を用いた地山評価を行い，それぞれの地山評価における地盤リス
クの評価を行った。その結果，コア評価点を用いた地山評価手法が有効であることがわかった。また，各要因が地盤リ
スクに及ぼす影響の分析結果をもとに，地盤リスク低減のための手法の提案を行った。
キーワード：地盤リスク，地山分類表，コア評価点，地山評価
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1.

応用地質技術年報

まえがき
え

我が国の建設投資額は，国・地方公共団体等の財政
悪化により年々減少してきている。図− 1 に示すよ
うに，政府による建設投資は，平成 7 年度に 35 兆円の
ピークに達したあとは，ほぼ減少の一途をたどり，平
成 20 年度には 17 兆円とピーク時の 49% にまで落ち込
んでいる。平成 21 年度見通しでは 20 兆円とわずかに
増加に転じているが，少子・高齢化の時代に入り，税
収減が予測されるなか，今後の建設投資額の大幅な増
加は期待しにくい。さらに，これまで整備した膨大な
量の社会資本が更新の時期を迎えており，社会資本の
適切な維持管理を図りつつ，更新あるいは新たな整備
を図っていくためには，それぞれの建設プロジェクト
におけるコスト削減は重要な課題となっている。
建設プロジェクトのコスト削減を図るためには，将
来の維持管理まで含めた事業コストを，プロジェクト
の初期段階で，できるだけ正確に把握し，経済的な建
設計画を立案することが重要である。図− 2 は，建設
プロジェクトにおける費用・便益に関する不確実性を
示したものである。建設プロジェクトの上流に位置す
る施工における機器・工事コスト（建設コスト）の変
動は，それ以降の事業計画に大きな影響を及ぼすこと
から，この変動を事前に把握することは極めて重要で
あるといえる。
建設コストが変動する大きな要因の１つとして，事
前調査における地盤条件の不確実性が挙げられる。土
木構造物のように自然地盤を対象に構造物を構築する
場合には，自然地盤の詳細な地質構成および力学特性
を把握することが必要となる。しかし，一般に，自然
地盤の地層構成は複雑で，しかも力学特性は均質では
ない。さらに調査技術の限界や調査に対する経済的制
約により，事前調査における地盤条件には不確実性が
内在する。建設プロジェクトマネジメント分野では，
このような地盤条件の不確実性は，建設プロジェクト
に支障をきたす主要なリスク要因の一つとして位置づ
3）
けられている 。実際のところ，図− 3 に示す ODA
円借款 1998 年，1999 年事後評価対象案件についてリ
スク要因発生頻度を見ると，
「複雑な許認可過程」や
「実施母体の不明確な要求」などの施工そのものとは
直接的に関与しないリスク要因に次いで，
「予見でき
4）
ない地盤条件」がリスク要因として挙げられている 。
5）
大津ら は，このような地盤条件の不確実性に起
因する建設コストの変動リスクを地盤リスクと呼び，
「事前に予測することが困難であるため，従来の日本
での建設契約では，原則的にはディープポケットを持
つ公共団体等の発注者により負担され，請負者のリス
ク分担が基本的に回避されてきた。しかし，社会基盤
整備を取り巻く環境は厳しさを増しており，建設コス
トの精度あるいは妥当性に関する議論は，これまで以
上に重要となる。さらに，設計・施工一括方式，PFI
方式等の新たな調達方式の導入は，本質的に建設プロ
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ジェクトでの発注者と請負者間のリスク分担ルールに
ジ
クト
発注者と請負者間 リ ク分担
に
変化をもたらすこととなる」と指摘している。このた
め，リスク評価さらにはリスクマネジメントの重要性
が今後増すものと考えられる。

図− 1

建設投資額（名目）の推移 1 ）

Fig. 1

Transition of the investment in construction
amount1 ）

図− 2

建設プロジェクトの費用・便益に関する不確実性 2 ）

Fig. 2

Uncertainty on cost and benefit of construction
project 2 ）

図− 3

工事遅延に関するリスク要因 4 ）

Fig.
g 3

Risk factor on construction delay
y4 ）
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山岳トンネルの構造物としての特徴として，
山岳ト
ネ
構造物とし
特徴とし
地下深
部に構築される細長い線状構造物であることが挙げら
れる。このため，事前調査においてトンネル全長にわ
たりボーリング調査を密に実施することは経済的制約
により困難であり，かわりに地表地質踏査や物理探査
といった目視や間接的に地山性状を把握する手法に頼
らざるを得ない。このため，他の土木構造物に比べる
と地盤リスクが顕在化しやすいと考えられる。また，
山岳トンネルにおいても，他の土木構造物と同様に，
建設コストの削減とともに事前調査費は削減傾向にあ
り，地盤リスクの増加が懸念される。
これまで，山岳トンネルにおいては，
「事前調査結
6）
果は当たらない」とさえ言われてきた 。しかし，近
年の調査技術の発達により，事前調査に適切に投資す
ることにより，従来に比べて精度の高い地山性状の把
握が可能となってきている。ただ，昨今の社会情勢に
おいては，費用対効果を示すことが求められるように
なってきており，事前調査に適切な投資を行うための
理由付けが必要になってきている。そこで，本論文で
は，地盤リスクの低減量という観点から事前調査の価
値（効果）について考えることとする。ただ，山岳ト
ンネルの事前調査においては，地盤リスクの評価手法
が確立されていないのが現状である。そこで，本論文
では，山岳トンネルの事前調査における地盤リスクの
評価手法を提案するとともに，この手法を実際の事例
に適用し，地盤リスクの低減という観点から見た適切
な事前調査について検討する。
2.

既往の研究

事 前 調 査 に おける地 盤 条 件 の 不 確 実 性 に つ い て
7）
は，Kellerhals がスイスアルプスのトンネルにおい
て地質が良いと判断して作成した地質断面図（楽観
的診断）
，悪いと判断して作成した地質断面図（悲観
的診断）の 2 通りを示すことにより不確実性を表現し
8）
た。また，Einstein et al. は，トンネル施工におけ
る地盤条件の不確実性に着目し，それにより建設コス
トが変動することの重要性を説明している。そのな
かで，建設コストを平均値だけでなく，その変動幅を
もって評価することが必要であると述べ，トンネル工
事の意思決定およびリスク解析を行うための支援ソフ
ト DAT（Decision Aid Tunneling）を開発した。アメ
リカにおいては，地盤条件の不確実性に起因する施工
段階における設計変更に関する係争が絶えず，地盤条
件に関するリスク分担があいまいであったことから，
Geotechnical Baseline Report（GBR）が個別案件ごと
に作成されはじめている。GBR とは，調査結果に基づ
き，対象地盤の状況について発注者が現実的かつ合理
的な解釈を示したものであり，GBR に記載された内容
が発注者と請負者のリスク分担の基準として取り入れ
9）
られている 。GBR については，ASCE（米国土木学
10 ）
会）によりガイドライン が作成され，その適用が広
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がりつつある。この他に，
がり
ある こ 他に 海外における地盤条件の不
海外における地盤条件 不
確実性評価に関する研究事例については，全国地質調
11 ）
査業協会連合会
が詳しくまとめている。そのなか
で，
「欧米においては，事前に地質リスク（本論文にお
ける地盤リスクにあたる）情報を提示することで，リス
クコミュニケーションを図っている事例が多い」とし
ているが，本論文で対象とする調査過程における不確
実性という観点からのリスクについては定量的に扱っ
ていない。
12 ）
日本においては，近藤 が地質情報には不確実性が
含まれていること，およびそれが施工に重大な支障を
きたすことを実際のトンネル事例を挙げて検討を行っ
ている。そのなかで，不確実な地質情報への対応策と
して悲観的および楽観的な予測による評価方法につい
て言及している。また，トンネル工事におけるリスク
要因を把握するための地質調査の的中精度を高めるた
めに，
「帰納的最適化地質調査法」を提案している。た
だ，そのための具体的な方策については示されていな
5）
，13 ）〜
い。調査結果の不確実性については，大津ら
16 ）
が，地球統計学手法により地盤条件の不確実性に起
因する建設コストの変動リスクを確率分布として表現
した。大津らの一連の研究のなかで，海外の地下発電
所の放水路トンネル建設プロジェクトを対象に，地球
統計学手法の 1 手法であるインディケータ・クリギング
を用いて建設コストの変動リスクについて検討を行っ
13 ）〜 15 ）
ている
。これらの研究では，調査トンネルの切
羽およびボーリングデータから求めた RMR 値を用い
て，インディケータ・クリギングにより推定した放水路
トンネル位置における RMR 値をもとに地山分類を行
い，建設コストの変動リスクの算出を行っている。た
だ，日本の山岳トンネルにおける事前調査では，全長
数 km に及ぶトンネルにおいても実施されるボーリン
グ調査は数本程度であり，情報として不確実性の高い
地表地質踏査や物理探査の結果をもとに地山分類を行
13 ）〜 15 ）
うことが一般的である。このため，大津ら
の
研究で用いられた地球統計学手法をそのまま適用する
ことは，一般的には困難である。この問題に対して，大
17 ）
津ら
は，地球統計学手法の 1 手法である外生ドリフ
18 ）
ト・クリギングとコア評価点 を用いた地山分類の手
19 ）
17 ）
法を開発した。酒井ら
は，大津ら
の研究を発展
させ，トンネル掘削において問題となる亀裂について，
亀裂ネットワークを使い，トンネル切羽に現れる亀裂
の大きさと密度を算出し，亀裂を考慮した地山分類を
17 ）
試みている。この研究では，大津ら
の研究では考慮
されなかった弾性波速度の不確実性も考慮している。
ただ，トンネル掘削位置におけるコア評価点の推定に
おける不確実性は考慮されておらず，不確実性の評価
としては十分なものとはなっていない。
17 ）
以上の研究成果を踏まえ，本論文は，大津ら
およ
19 ）
び酒井ら
の研究を発展させたものである。

82

3.

応用地質技術年報

山岳
山岳トンネルにおける事前調査の現状
ネ
事前 査
状

山岳トンネルにおける事前調査では，ボーリング調
査，地表地質踏査，屈折法弾性波探査をはじめとする
各種物理探査を実施するのが一般的である。ボーリ
ング調査については，地山を直接確認できることから
地山性状を把握するうえで極めて有効な調査手法で
ある。しかし，山岳トンネルが地下深部に構築される
構造物であることから，ボーリングの掘進長が長くな
り，1 本当たりの調査コストが高くなるため，全長数
㎞に及ぶトンネルにおいても数本が実施される程度で
ある。このため，地山評価は地表地質踏査や物理探査
といった間接的に地山性状を調査する手法に頼らざる
を得ないのが現状である。このように，地山性状を詳
細に把握することが困難であることから，山岳トンネ
ルの設計においては，地山を予め定めた等級に区分し
（本論文では，これを地山評価という），それぞれの地
山等級に対応した標準的な支保パターンを適用するの
が一般的である。他の構造物の設計が，外力と構造材
の強度などから設計の照査が行われるのとは異なる。
地山評価においては，地山全体の物性値が得られる
物理探査の結果が重要な情報となっている。なかで
も，弾性波速度は，我が国で一般的に用いられている
地山分類表において地山評価項目の一つとなっている
ことから，地山の弾性波速度分布を主たる情報として
地山評価が行われるのが一般的である。このようなこ
とから，本論文では，弾性波速度に基づく地山評価に
おける地盤リスクの評価を行う。
4.

地盤リスクの評価方法

事前調査における地山評価では，ボーリングデー
タ，地表地質踏査，屈折法弾性波探査などの結果を，
地質技術者や設計技術者が頭の中で空間的に補間し
て，トンネル掘削位置における地山評価が行われる。
本論文では，地山評価におけるばらつきを確率分布と
して求め，リスク評価を行うことを目的としている。
そこで，地球統計学手法の一手法である外生ドリフ
ト・クリギング 20 ）を適用し，推定値と，その値のばら
つきを示す指標として推定誤差標準偏差を用いる。
4. 1 外生ドリフト・クリギング
外生ドリフト・クリギングは，地球統計学手法の基
本であるクリギングをベースにしている。そこで，ま
ずクリギングについて説明する。クリギングでは，推
定対象領域は 2 次固有定常確率場と仮定され，ベクト
ル h で結ばれる領域内の任意の 2 点 x と x+h におい
て，次式に示すような関係が成り立つ。
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⑴
⑵
ここで，Z(x)は位置xにおける物性値を，Z(x+h)は
位置xから距離hだけ離れた地点における物性値を，
γ(h)はセミバリオグラムと呼ばれる分散に基づいて算
出される値を表す。
この2次定常確率場において，推定点x 0における物
性値Z*(x0)をその近傍に存在するボーリング調査地点
における物性値 (xα)と重み係数ωαを用いた線形結合
によって推定する。また，重み係数には総和が1であ
るという制約条件が付加される。
⑶

⑷

また，ボーリング調査結果という不確実性の小さ
い点情報に基づいた共分散関数 C(h) がセミバリオグ
ラムを用いて以下のように算出され，2 次定常確率場
Z(x) をモデル化することができる。
⑸
以上により定義される不確実性の小さい点情報とし
てのボーリング調査結果を用いたクリギングに，不確
実性の大きい面情報として得られる屈折法弾性波探査
結果を外生ドリフト関数 (x) として組み込む。これら
2 種類の観測値には次のような相関関係を仮定する。
⑹
ここで， および は定数である。式⑹は，不確実
性を有する全体像を記述する (x) が 2 次固有定常確率
場 Z(x) の期待値と線形関係にあることを認めるもの
である。式⑶および式⑷から以下の式が展開される。

⑺

ここで， (x0) は推定点 x0 における外生ドリフト関
数 (x) の値を表す。式⑺の最後の等号部分により，
(x) を厳密に補間する際に重み係数が式⑷と矛盾しな
いことが示され，重み係数に関するもう一つの制約条
件が導かれる。
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⑻
式⑷および式⑻に示す制約条件の下に，ラグラン
ジュの未定乗数法により次式に示す外生ドリフト・ク
リギングの推定誤差分散を最小化し，最適な重み係数
を決定することで，推定値 Z*(x0) が求められる。
⑼
外生ドリフト・クリギングによって算出される推定
結果は，不確実性の大きい面情報を不確実性の小さい
点情報を用いて精度の向上を図ったものであると考え
ることができる。また，クリギング手法における推定
値は期待値 Z*(x0) と式⑼により最小化された推定誤差
分散を有する正規分布として表現される。
4. 2 地盤リスクの評価方法
地山評価は地山等級に区分することにより行われ
る。たとえば，旧日本道路公団（現 NEXCO）におい
て は，A，B，C Ⅰ，C Ⅱ，DⅠ，D Ⅱ，D Ⅲと い っ た
地山等級に地山を区分し，それぞれの地山等級に応じ
た標準支保パターンが適用される（なお，NEXCO で
は，現在，さらに細分化した標準支保パターンを採用
している）。このため，リスク評価に当たっては，地山
等級という離散値に対する不確実性を評価する必要が
ある。
リスクの評価は，図− 4 に示すリスクカーブにより
行う。リスクカーブでは，縦軸に超過確率，横軸に建
設コストをとる。図− 4 に示す超過確率 0.5 に相当す
る建設コスト C0.5 を期待値，超過確率 0.1 および 0.9
に相当する建設コスト C0.1 および C0.9 を金融工学で
の定義に基づき，それぞれ (VaR)0.1 および (VaR)0.9 と
表現する。ここで，(VaR)x：(Value at Risk) は，期待
値からのはずれ量の代表値を示す。なお，金融工学で
は，意思決定者の不利となる側の値および有利となる
側の値を，それぞれダウンサイドリスク，アップサイ
ドリスクと呼ぶ。
リスクカーブを算出するためには，地盤条件の不確
実性を確率モデル化する必要がある。ここで扱う地盤
条件は，地山等級である。本論文では，地山分類表お
よびコア評価点により地山等級の判定を行う。地山
分類表による地山等級の判定については 5.1 節，コア
評価点を用いた地山等級の判定については 6.1 節で述
べる。地山等級の不確実性としては，弾性波速度の不
確実性（コア評価点を用いる場合には，弾性波速度の
不確実性と，弾性波速度から推定されるコア評価点の
不確実性），地山等級を判定する際の不確実性が挙げ
られる。弾性波速度の不確実性については，4.1 節で
述べた地球統計学手法による推定を行うことにより正
規分布を有する誤差として得られる。一方，地山等級
を判定する際の不確実性は，単純な確率分布として与
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えることは難しい。これは，
えることは難し
これは 地山等級が離散値である
地山等級が離散値 ある
ことによる。地山等級を判定する際の不確実性は，同
じ弾性波速度（あるいはコア評価点）でも技術者の判
断の違いにより異なる地山等級に判定されることによ
ると考えることができる。そこで，この不確実性のモ
デル化に当たっては，ある弾性波速度（あるいはコア
評価点）に対して，図− 5 に示すように 0 〜 1 の一様
分布を有する乱数により地山等級の判定における意思
決定過程をモデル化する。たとえば，ある弾性波速度
（あるいはコア評価点）に対して，異なる 2 つの地山
等級に判定することが可能な場合には，乱数値が 0.5
以上であれば良好側の地山等級，0.5 未満であれば不
良側の地山等級をとるものとする。この方法は，ある
弾性波速度（あるいはコア評価点）に対して異なる 3
つ以上の地山等級に判定することが可能な場合にも適
用できる。
リスクカーブの算定は，以下による。図− 6 に流れ
を示す。
① トンネル掘削位置において推定された値μ 1 と，
推定誤差標準偏差σ 1 をもつ正規分布乱数を発生
させて弾性波速度データ群を作成する（データ
数 n）。コア評価点を用いる場合には，トンネル
掘削位置における n 個の弾性波速度それぞれに
対して，弾性波速度から推定されるコア評価点
μ 2 と，その標準偏差σ 2 をもつ正規分布乱数を
発生させてコア評価点データ群を作成する（デー
タ数 n）。

図− 4

リスクカーブとその分布の代表値の定義 14)

Fig. 4

Risk curve and the definition of the central value of
the risk curve 14)

図− 5

地山等級判定における意思決定過程のモデル化

Fig. 5

Modeling of the decision process in ground grade
decision
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図− 6

リスクカーブ算定の流れ

Fig. 6

Flow of the calculation of a risk curve

② 発生させた個々の弾性波速度（あるいはコア評価
点）に対して，図−5に示した一様乱数を用いた意思
決定プロセスを経て，地山等級を求める。これによ
り，トンネルの切羽位置においてn個の地山等級が
得られる。
③ それぞれの地山等級に対して標準支保工の単価を
かけて掘削コストを算出する。トンネル全長で掘削
コストの総和をとることにより，n個のトンネル全長
に対する掘削コストデータが得られる。
④ 上記③で得られたn個のトンネル全長に対する掘削
コストデータに対して，掘削コストを高い順に並べ替
える。
⑤ 高い順に並んだ掘削コストのデータに対して通し番
号をつけ，弾性波速度データ群のデータ数で割った
値が超過確率となる。これを縦軸に，掘削コストを
横軸にプロットすることにより，リスクカーブが得ら
れる。
5.

地山分類表による地山評価における地盤リスク

我が国では，地山分類表により地山評価が行われ
るのが一般的である。そこで，旧日本道路公団（現
NEXCO）の地山分類表 21 ）による地山評価における地
盤リスク評価を行うこととする。
5. 1 地山分類表による地山評価の不確実性の要因
地山分類表においては，岩石グループ，弾性波速度，
地山の状態，コアの状態，地山強度比により地山等級
を判定する。本論文では，弾性波速度による地山評価
を行うが，実務においては弾性波速度だけで地山評価
が行われるのではなく，ボーリング調査結果，地表地
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表 1
表−

地山分類表
地山分類表における弾性波速度区分
おける弾性波速度区分 21）（弾性波速度
と地山等級区分のみ抜粋）

Table 1

Velocity division in ground classification table21）
(Show only relation between velocity and ground
grade classification)

質踏査結果などを総合的に考慮して地山評価が行われ
ていることに留意する必要がある。
地山分類表において弾性波速度により地山評価を行
う場合には，弾性波探査結果の不確実性と，地山等級
の判定における不確実性を考慮する必要がある。地山
等級の判定における不確実性については，表− 1 に示
すように，各地山等級において弾性波速度が一部重な
ることが原因の１つと考えられる。たとえば，H 塊状
地山の場合には，弾性波速度が 4.4 ㎞ /s であれば B 地
山にも CI 地山にも判断され得る。本論文では，この
ような同じ弾性波速度に対して，どちらの地山等級に
も判断し得ることを地山分類表における不確実性とみ
なす。
中川 22 ）は，同じトンネルに対し，事前調査結果をも
とに複数の技術者による地山の再評価を試み，技術者
間で比較的大きな地山評価の不一致が現われたとして
いる。このことは，弾性波速度そのものの不確実性，
弾性波速度から地山評価を行う際の不確実性が地山評

山岳ト ネ 事前調査 おける地盤リ
山岳トンネル事前調査における地盤リスク評価に関する研究
評価 関する研究
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図− 7

地質断面および弾性波速度分布

Fig. 7

Geological section and seismic velocity distribution

''%%

*#%

ইଇঝࠫ
%#(Ø*#%
૧ౡੱஶ `b$h

')%%

価を行う際に重要であることを示唆している。
以上のことから，本論文では，弾性波速度の不確実
性，地山等級の判定における不確実性のそれぞれにつ
いて検討を行う。
5. 2 トンネル事例の概要
検討を行うトンネルは，全長約 2.4 ㎞の 2 車線道路ト
ンネルである。地質は，石英花崗岩・花崗閃緑岩が分
布する。1 次調査で実施された屈折法弾性波探査の結
果では，トンネル掘削位置における弾性波速度は全区
間の約 80％で 4.7 〜 5.0 ㎞ /s と推定された。これによ
り，当初は B 地山が主体と予測された。しかし，その
後の地表地質踏査により鉱化変質帯が存在すること
が判明したため，比抵抗電気探査，追加ボーリング調
査が実施された。図− 7 に地質断面図，弾性波速度分
布，ボーリング調査位置（図中 B-1，B-2，B-3 ）を示
す。なお，本論文では，弾性波速度による地山評価を
対象としていることから，比抵抗電気探査の結果は割
愛する。
B-1，B-2，B-3 孔では図− 8 に示すダウンホール法
速度検層が実施されている。ダウンホール法速度検
層では，地表で起振，ボーリング孔中で受振する。B-2
孔では音波検層も実施されている。音波検層では，図
− 9 に示すようにボーリング孔中で起振（Tr）と受振
（R1 および R2 ）を行うため，ダウンホール法速度検層
より精度の高いボーリング孔周辺の弾性波速度分布が
得られる。
図− 10 に各ボーリング孔における検層結果を示す。
各図には，地表からの探査である屈折法弾性波探査に
よるボーリング孔位置における弾性波速度をあわせて
示す。屈折法弾性波探査では，地下深部になるにした
がい，探査精度が低下する。とくに，屈折法弾性波探
査で得られている最下層以深の弾性波速度について
は，探査の原理上，最下層以深に低速度層が存在して
いても検出することができない。このため，最下層上
面の弾性波速度がそのまま鉛直下方に続くものとして
解釈される。最下層上面は，B-1 孔では標高約 460 m
付近，B-2 孔では標高約 580 m 付近，B-3 孔では標高約
485 m 付近である。

図− 8

ダウンホール法による速度検層 23 ）

Fig. 8

Velocity logging by down hole method23 ）

図− 9

音波検層の測定方法 24 ）

Fig. 9

method of Sonic logging24 ）

注目すべき点は，B-2 孔における結果である。ダウ
ンホール法速度検層，音波検層の結果とも，標高 480
m 付近に低速度層を捉えている。これに対して，屈折
法弾性波探査では最下層（標高 580 m 付近）以深であ
ることから，この低速度層は捉えていない。
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（B-1）

（B-2）

（B-3）

図− 10

B-1，B-2，B-3 孔で実施された速度検層結果

Fig. 10

Velocity logging result at B-1, B-2 and B-3 hole

外生ドリフト・クリギングによる弾性波速度の
推定
5.2 節で述べたように，屈折法弾性波探査においては，
最下層以深については，最下層上面の弾性波速度が鉛直
下方に連続するものとして解釈される。しかし，実際に
は最下層以深において，最下層上面の弾性波速度より遅
い速度層が存在する可能性がある。したがって，最下層
以深の弾性波速度は未知であるといえる。そこで，外生
ドリフト・クリギングを用いて，トンネル掘削位置における
弾性波速度の推定を行う。本論文では，弾性波探査結
果を可能な限り有効に利用することを目的として，表−2
に示すように，点情報として速度検層結果および屈折法
弾性波探査結果における最下層上面のデータを与える。
解析条件は以下の通りである。
1 ）解析対象は，トンネル掘削位置を含む 2,500 m ×
360 m の領域とする。
2 ）速度検層データとして，B-1，B-2，B-3 孔で実施
されたダウンホール法速度検層データを用いる。
3 ）トンネル掘削位置における弾性波速度を 10 m 間
隔で推定する。これにより，格子サイズを 10 m
× 10 m として地山の弾性波速度分布を与える。
4 ）屈折法弾性波探査における最下層上面のデータ
は，計算機の能力を考慮して 100 m 間隔とする。
図− 11 にトンネル掘削位置における弾性波速度
の推定値および± 1 σ（σは推定誤差標準偏差）を示
す。σは，B-1，B-2，B-3 孔の位置でゼロとなってい
る。屈折法弾性波探査結果に現れる低速度帯（例え
ば，距離程 900 m，1200 m，1600 m，1900 m 付近など）
は，外生ドリフト・クリギングを適用することにより
消えている。これは，最下層上面のデータとして 100
m 間隔のデータを用いたこと，さらには，地球統計学
手法が空間距離に応じた内挿補間法であるため，局所
的な低速度帯は周囲のデータにより平滑化されてし
まったものと考えられる。
5. 3
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表 2
表−

推定
推定に用いる点情報と面情報
用 る点情報と面情報

Table 2

Point information and plane information for the
estimation

図− 11

トンネル掘削位置における弾性波速度の推定値と
推定誤差

Fig. 11

Estimate value and estimated error of seismic
velocity at the tunneling depth

5. 4 地盤リスク評価
掘削コストは，表−3 に示す 2 車線道路トンネルに対す
る各地山等級の掘削単価をかけて算出するものとする。
なお，同表に示す単価は直接工事費であり，付帯工事や
諸経費等を含んでいない。
地山評価においては，5.1 節で述べたように，弾性波
速度に基づく地山等級判定における不確実性と，弾性波
速度自体の不確実性のそれぞれについて考える。

山岳ト ネ 事前調査 おける地盤リ
山岳トンネル事前調査における地盤リスク評価に関する研究
評価 関する研究

表 3
表−

2 車線道路ト
車線道路トンネルに対する各地山区分の掘削コ
ネ
対する各地山区分 掘削
スト（文献 25 をもとに作成）

Table 3

Excavation cost of each ground grade for 2
lane road tunnel (This is made on the basis of
literature of 25)

弾性波速度に基づく地山等級の判定における不確
実性を考慮した場合の地盤リスク
ここでは，弾性波速度による地山等級の判定における
不確実性のみを考慮する。そこで，トンネル掘削位置に
おける弾性波速度については，外生ドリフト・クリギング
により推定された値を用いる。
検討を行うトンネルは，表−1 に示した H 塊状地山にあ
たる。そこで，表−1 に示した H 塊状地山に対する弾性
波速度区分を用いることとする。ここで，地山評価は，ト
ンネル掘削位置において 10 m 間隔で評価するものとし，
各切羽位置において，図−5 に示したように，それぞれ
10,000 個の一様乱数を発生させて地山等級の判定を行
う。図−12 に 4.2 節で述べたリスク評価手法により算出
したリスクカーブを示す。ここで，超過確率 0.9，0.5，0.1
に対する地山評価を，それぞれ楽観，最尤，悲観シナリオ
とする。それぞれのシナリオにおける掘削コストは，楽観
シナリオで 15.6 億円，最尤シナリオで 15.9 億円，悲観シ
ナリオで 16.2 億円である。楽観シナリオと悲観シナリオと
の差は 0.6 億円であり，掘削コストの変動幅はきわめて小
さい。これに対して，施工実績は 19.8 億円であり，悲観
シナリオより高い。リスク評価の観点に立てば，楽観シナ
リオと悲観シナリオとの間に施工実績が収まることが望ま
しい。しかし，地山等級の判定における不確実性を考慮
しただけでは，施工実績は楽観シナリオと悲観シナリオ
の範囲外に位置している。なお，ここでいう施工実績は，
実績支保パターンから表−3 に示した掘削単価により算
出される掘削コストであり，実際の掘削コストとは異なる。
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カーブを示す。
カ
ブを示す
⑴と同様に，超過確率 0.9，0.5，0.1 に対する地山評
価をそれぞれ楽観，最尤，悲観シナリオとする。それぞ
れのシナリオにおける掘削コストは，楽観シナリオで 15.5
億円，最尤シナリオで 15.6 億円，悲観シナリオで 17.0 億
円である。楽観シナリオと悲観シナリオとの差は 1.5 億円
であり，地山等級の判定の際の不確実性のみ考慮した場
合に比べて，その差は拡大している。
図−14 に各シナリオにおけるトンネル全長に占める地
山等級の割合を示す。楽観シナリオと最尤シナリオでは，
B 地山が 9 割以上を占め，当初設計に近い結果となって
いる。一方，悲観シナリオは CI 地山が約 8 割を占める。
しかし，施工実績は，各シナリオによる地山評価に比べ
て不良な地山であることを示している。

⑴

⑵ 弾性波速度の不確実性を考慮した場合の地盤リスク
ここでは，前述の弾性波速度による地山評価の判定に
おける不確実性に加えて，弾性波速度の不確実性を考慮
した場合の地盤リスクの評価を行う。
トンネル切羽位置における弾性波速度は，外生ドリフ
ト・クリギングによる推定値μ，推定誤差標準偏差σをも
つ正規分布乱数を 10,000 個発生させて作成する。それ
ぞれの弾性波速度に対して，⑴と同様に，一様乱数を用
いて地山等級を判定し，4.2 節で述べたリスク評価手法
によりリスクカーブを算出する。図−13 に得られたリスク

図− 12

地山等級の判定における不確実性を考慮した場合の
リスクカーブ

Fig. 12

Risk curve in considering the uncertainty in the
decision of ground grade

図− 13

地山等級の判定における不確実性と弾性波速度の不
確実性を考慮した場合のリスクカーブ

Fig. 13

Risk curve in considering uncertainty in the
decision of ground grade and uncertainty of seismic
velocity
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図− 14

トンネル全長に占める地山等級の割合の比較

図− 15

コア評価点を用いた地山評価の流れ

Fig. 14

Comparison of the proportion of ground grade
occupied for the tunnel overall length

Fig. 15

Flow of ground evaluation using core evaluation
point

⑶ 考察
5 章では，地山分類表による地山評価における地盤
リスクの評価を行った。楽観シナリオと悲観シナリオ
との差を地山評価における不確実性とみなすと，地山
等級の判定における不確実性は極めて小さく，また，
外生ドリフト・クリギングにより弾性波速度の不確実
性を考慮しても，楽観，最尤，悲観のいずれのシナリ
オとも施工実績より良好な地山評価となり，リスク評
価としては不十分な結果となった。
上記の原因の一つとして，屈折法弾性波探査等によ
り得られる弾性波速度が地山の初期応力状態のもので
あり，切羽における応力解放状態の地山性状を反映し
たものではないことが挙げられる。実務においては，
地質技術者や設計技術者の判断により弾性波速度を低
減させて地山評価が行われる。しかし，このような判
断は経験に基づく定性的な判断であり，本論文で扱う
ような確率論的アプローチでの地盤リスクの評価は困
難である。
6.
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コア評価点を用いた地山評価における地盤リスク

6. 1 コア評価点を用いた地山評価の方法
⑴ 切羽評価点
旧日本道路公団（現N EXCO）では，切羽観察記録に
もとづく切羽評価点から地山等級の判定および標準支保
パターンを選定する手法を導入している26）〜28）（新切羽
評価点法と呼ばれている）。切羽評価点は，切羽において
圧縮強度，風化変質，割れ目の間隔，割れ目の状態，湧水
量，水による劣化について評価し，点数化するものであ
る。こうして得られた切羽評価点をもとに地山評価を行う
ものである。ここで注目すべき点は，5章で述べた地山分
類表においては，弾性波速度が地山評価における重要な
情報として位置づけられているのに対し，切羽における地
山評価では弾性波速度は用いられていないことである。
すなわち，事前調査における地山評価と，施工時におけ
る地山評価では，評価に用いる指標が異なっている。

表 4
表−

地山等級と
地山等級とコア評価店の関係
評価店 関係

Table 4

Relationship between ground grade and core
evaluation point

⑵ コア評価点
木村ら 29 ）は，上記のような事前調査と施工時の地山
評価における評価指標の違いが，事前調査における地山
評価と施工時の地山評価における乖離を生む原因と考
え，新切羽評価点法と同様の地山評価を事前調査で行
う手法を提案している。具体的には，ボーリングコアを
用いて，圧縮強度，風化変質，割れ目の間隔，割れ目の
状態について切羽評価点と同様の点数化を行うとともに，
ボーリング孔内で実施する湧水圧試験や室内で実施する
スレーキング試験等の結果をもとに，湧水量および水に
よる劣化を評価するものである。こうして得られた点数を
コア評価点と呼んでいる。
⑶ コア評価点を用いた地山評価の流れ
図− 15 にコア評価点を用いた地山評価の流れを示
す。コア評価点をつけたボーリング孔と同じボーリン
グ孔で実施した速度検層等のデータを用いて，図− 15
に示すような弾性波速度とコア評価点との相関を求め
る。この相関を用いて，屈折法弾性波探査等により得
られるトンネル掘削位置における弾性波速度から，コ
ア評価点を算出する。そして，コア評価点は前述の切
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羽評価点とほぼ一致するとみなし，
羽評価点とほぼ
致するとみなし コア評価点から地
評価点から地
山等級の判定を行うものである。表− 4 に地山等級と
コア評価点の範囲を示す。新切羽評価点法では，C Ⅱ
-a，C Ⅱ -b などのマルチパターンを採用しているが，
本論文ではマルチパターンをまとめて地山等級を B，
C Ⅰ，C Ⅱ，DⅠとして評価する。
コア評価点は，海外の岩盤分類で広く用いられてい
る RMR 値とほぼ同様のものであり，日本の道路トン
ネルにおける地山等級区分に適合するように調整した
ものといえる。また，コア評価点を用いた地山評価手
法は，弾性波速度の代わりに比抵抗を用いることも可
能である。従来，比抵抗による定量的な地山評価基準
がなかったことから，比抵抗による新たな定量的な地
山評価手法となり得るものである。

式 ⑽と式
と式⑾
⑾における標準偏差を比較すると，
における標準偏差を比較すると 式
式⑾
⑾におけ
る標準偏差が小さい。このことから，音波検層による弾性
波速度とコア評価点との相関の方がデータのばらつきは
小さいことがわかる。
本論文では，コア評価点と弾性波速度との相関式にお
ける不確実性が地盤リスクに及ぼす影響を式⑽および式
⑾により検討する。

コア評価点を用いた地山評価における不確実性
の要因と不確実性の評価方法
コア評価点を用いた地山評価においては，図− 15 に
示したように，⑴トンネル掘削位置における弾性波速
度の推定，⑵トンネル掘削位置におけるコア評価点の
推定，⑶トンネル掘削位置における地山等級の判定が
行われ，それぞれにおいて不確実性が内在する。そこ
で，本論文では，下記に示す⑴〜⑶の方法により，そ
れぞれの不確実性の考慮する。

6. 3

6. 2

⑴ 弾性波速度の不確実性
5章と同様に，外生ドリフト・クリギングによりトンネル
掘削位置における弾性波速度の推定を行う。ここでは，
各切羽位置における推定値（期待値）μ1，推定誤差標準
偏差σ1とし，これらの値を持つ正規分布乱数を10,000個
発生させて，弾性波速度データの不確実性とする。

⑶ 地山等級の判定における不確実性
5 章で示した地山分類表と同様に，同じコア評価点
に対して 2 つの地山等級が考えられる場合には，0 〜
1 の一様乱数を発生させて，0.5 以上であれば良好な側
の地山評価，0.5 未満であれば不良な側の地山評価を
行う。
地山等級の判定における不確実性を考慮した場
合の地盤リスク
ここでは，6.2 節の⑴〜⑶で述べた不確実性のうち，
⑶で述べたトンネル掘削位置における地山等級の判定
における不確実性のみ考慮した場合の地盤リスクの評
価を行う。
図− 17 にリスクカーブを示す。ここで，超過確率
0.9，0.5，0.1 に対する地山評価を，それぞれ楽観，最尤，
悲観シナリオとする。各シナリオに対する掘削コスト
は，楽観シナリオで 15.5 億円，最尤シナリオで 15.6 億
円，悲観シナリオで 15.6 億円であり，悲観シナリオと
楽観シナリオとの差はわずか 0.1 億円である。このよ
うに，コア評価点から地山等級を判定する際の不確実
性による掘削コストの変動幅はほとんど無い。また，
楽観，最尤，悲観の各シナリオとも施工実績より約 4
億円安い結果となっている。

⑵ コア評価点の不確実性
弾性波速度とコア評価点との相関式を用いて，トンネ
ル掘削位置における弾性波速度から推定されるコア評価
点を期待値μ 2，期待値に対するばらつき（標準偏差 ) を
σ 2 とし，これらの値を持つ正規分布乱数を発生させて，
データの不確実性とする。
事前調査においては，B -1，B -2，B -3 孔においてダウ
ンホール法速度検層，B -2 孔において音波検層が実施
されている。図−16 に，コア評価点と弾性波速度との関
係を示す。同図において速度検層として示すデータは，
B -1，B -2，B -3 孔で実施されたダウンホール法速度検層
によるデータである。図−16 に示したダウンホール法速
度検層データ (m/s) とコア評価点
との関係を直線
で近似すると式⑽，音波検層データ (m/s) とコア評価
点 との関係を直線で近似すると式⑾となる。
⑽
⑾
ここで，σはデータのばらつきを示す標準偏差である。

図− 16

速度検層と音波検層による弾性波速度とコア評価点
との相関の比較

Fig. 16

Comparison of the correlation between core
evaluation point and velocity measured by velocity
logging and sonic logging
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コア評価点から地山等級を判定する際の不確実性（ 0.1
億円）に比べると大幅に拡大している。また，施工実績
は 19.8 億円であり，楽観シナリオと悲観シナリオとの間
に収まっている。なお，最尤シナリオと施工実績との差
は 3.6 億円となっている。一方，CASE 2 では，楽観シ
ナリオで 18.0 億円，最尤シナリオで 20.1 億円，悲観シ
ナリオで 24.7 億円となっている。CASE 1 と同様に施工
実績は楽観シナリオと悲観シナリオとの間に収まってい
る。不確実性は 6.7 億円であり，CASE 1 より拡大して

図− 17

コア評価点から地山等級を判定する際の不確実性に
よるリスクカーブ

Fig. 17

Risk curve in considering the uncertainty in
judging the ground grade from the core evaluation
point

表 5
表−

各
各シナリオにおける掘削コスト（単位：億円）
ナリオにおける掘削
ト（単位 億円）

Table 5

Excavation cost in each scenario ( unit : hundred
million yen)

CASE 1

弾性波速度とコア評価点との相関における不確
実性を考慮した場合の地盤リスク
ここでは，弾性波速度とコア評価点との相関におけ
る不確実性について検討する。なお，コア評価点によ
る地山評価における不確実性については，6.3 節で検
討したように，ほとんど地山評価に影響を及ぼさない
ため，6.3 節と同様に地山等級の判定における不確実
性を考慮して地山評価を行う。
B-2 孔において，ダウンホール法速度検層と音波検
層の 2 種類の検層が実施されている。5.2 節で述べた
ように，ダウンホール法速度検層と音波検層を比べる
と，音波検層の方が精度は高い。このため，コアのス
ケール（ 1 m 単位のスケール）における弾性波速度と
コア評価点の比較においては，音波検層のデータの方
が相関は高いことが期待される。実際，式⑽および式
⑾に示したように，弾性波速度とコア評価点との相関
におけるデータのばらつきを示す標準偏差の値は，音
波検層のデータを用いた場合の方が小さい。このよう
なことから，測定方法の違いが地山評価に及ぼす影響
を検討するため，上記の 2 種類の弾性波速度データを
用いて検討を行う。
弾性波 速度とコア評 価点との相関において，ダウン
ホール法速度検層による弾性波速度とコア評価点との
相関式（式⑽）を用いる場合を CASE 1，音波検層に
よる弾性波速度とコア評価点との相関式（式⑾）を用い
る場合を CASE 2 とする。CASE 1 および CASE 2 に
よるリスクカーブを図−18 に示す。ここで，図−18 に示
す超過確率 0.9，0.5，0.1 に対する地山評価を，それぞ
れ楽観，最尤，悲観シナリオとする。各シナリオによる
掘削コストを表−5 に示す。CASE 1 では，楽観シナリ
オで 15.4 億円，最尤シナリオで 16.2 億円，悲観シナリ
オで 21.6 億円である。楽観シナリオと悲観シナリオとの
差で示す不確実性は 6.2 億円であり，6.3 節で検討した

ダウンホール法速度検層

6. 4

CASE 2

音波検層

図− 18

弾性波速度とコア評価点との相関における不確実性に
よるリスクカーブの比較

Fig. 18

Risk curve in considering the uncertainty in the
correlation between velocity and core evaluation point
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いるが，最尤シナリオと悲観シナリオとの差は
るが 最尤 ナリオと悲観 ナリオと 差は 0.3
0 3 億円
であり，施工実績に近い結果となっている。
弾性波速度の不確実性を考慮した場合の地盤リ
スク
ここでは，弾性波速度の不確実性が地山評価に及ぼ
す影響について検討する。このため，6.4 節で検討し
た弾性波速度とコア評価点との相関における不確実性
は考慮しない。なお，6.4 節での検討において音波検
層データとコア評価点との相関式（式⑾）を用いるこ
とにより，最尤シナリオが施工実績に近い結果が得ら
れたことから，ここでも，弾性波速度とコア評価点と
の相関式として式⑾を用いることとする。また，6.3
節で検討したように，コア評価点と地山等級との関係
における不確実性については，地山評価の不確実性に
ほとんど影響しないことから，6.4 節と同様に，これを
考慮するものとする。
トンネルの各切羽位置における弾性波速度は，外生
ドリフト・クリギングにより推定する。このときの推
定値μ 1 と推定誤差標準偏差σ 1 を用いて，6.2 節⑴で
述べたように，期待値μ 1 と標準偏差σ 1 をもつ正規
分布乱数を 10,000 個発生させて，弾性波速度の不確実
性とする。
図− 19 に弾性波速度の不確実性を考慮した場合の
リスクカーブを示す。ここで，超過確率 0.9，0.5，0.1
に対する地山評価を，それぞれ楽観，最尤，悲観シナリ
オとする。楽観シナリオでは 18.1 億円，最尤シナリオ
では 20.1 億円，悲観シナリオでは 24.1 億円である。楽
観シナリオと悲観シナリオとの差は 6.0 億円であり，6.4
節で示した CASE 2 の結果である 6.7 億円とほぼ同程
度である。したがって，この事例では，弾性波速度の
不確実性と，弾性波速度とコア評価点との相関におけ
る不確実性はほぼ同程度である。また，最尤シナリオ
と施工実績との差は 6.4 節で示した CASE 2 と同じく
0.3 億円である。これは，正規分布乱数の期待値は推定
値と一致することから当然の結果であるといえる。
6. 5

コア評価点を用いた地山評価におけるすべての
不確実性を考慮した場合の地盤リスク
ここでは，前節までに検討した以下の 3 つの不確実
性をすべて考慮した場合の地盤リスクについて検討す
る。
① コア評価点から地山等級を判定する際の不確実性
② コア評価点と弾性波速度の相関における不確実性
③ 弾性波速度の不確実性
図− 20 に，上記の不確実性をすべて考慮した場合の
リスクカーブを示す。ここで，超過確率 0.9，0.5，0.1
に対する地山評価を，それぞれ楽観，最尤，悲観シナ
リオとする。表− 6 に，前節までに検討した上記①〜
③の不確実性について，各シナリオにおける掘削コス
トの比較を示す。図− 20 に示すように，上記①〜③
の不確実性を考慮した場合のリスクカーブは，図− 18
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（音波検層データを用いた場合）および図−
（音波検層
タを用 た場合）および図 19 の結果
結果
とそれほど大きな違いは見られない。実際，表− 6 に
示すように，楽観，最尤，悲観シナリオにおける掘削
コストは，楽観シナリオで 17.7 億円，最尤シナリオで
20.1 億円，悲観シナリオで 26.4 億円であり，①を除き，
②および③の各シナリオとほぼ同程度である。また，
楽観シナリオと悲観シナリオの差で示す不確実性の大
きさは，①〜③の不確実性を考慮することにより，8.7
億円となり，②の結果（ 6.7 億円）および③の結果（ 6.0
億円）と比較して，わずかに拡大している。なお，①
については，コア評価点と弾性波速度との相関におい
てダウンホール法速度検層の結果を用いており，他の
結果と異なる結果になったものと考えられる。
図− 21 に各シナリオによる地山評価の結果を地山
等級の割合で示す。楽観シナリオでは B 地山が約 8
割，最尤シナリオでは悲観シナリオでは C Ⅰ地山が約
6 割，C Ⅱ地山が約 2 割，DⅠ地山が約 2 割，悲観シナ

図− 19

弾性波速度の不確実性を考慮した場合のリスクカーブ

Fig. 19

Risk curve in considering the uncertainty of velocity

6. 6

図− 20

①，②，③の不確実性を考慮した場合のリスクカーブ

Fig. 20

Risk curve in considering the uncertainty of ①，②
and ③
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表 6
表−

楽観
楽観・最尤・悲観シナリオにおける掘削コストの比較
最尤 悲観 ナリオ おける掘削
ト 比較

Table 6

Comparison of the excavation cost in optimistic and maximum likelihood, pessimistic scenario

※ 1：弾性波速度とコア評価点との相関にはダウンホール法速度検層による結果を使用。
※ 2：弾性波速度とコア評価点との相関には音波検層による結果を使用。

て，地山評価における不確実性を小さくするために
は，②と③のどちらか一方の不確実性を小さくするだ
けでは十分でなく，両方の不確実性を小さくすること
が必要である。
7.

図− 21

トンネル全長に占める地山等級の割合の比較

Fig. 21

Comparison of the proportion of ground grade
occupied for the tunnel overall length

リオでは C Ⅱ地山が約 4 割，DⅠ地山が約 6 割という
結果になった。その結果，最尤シナリオが施工実績に
最も近い結果となった。
6. 7 考察
本章では，コア評価点を用いた地山評価における地
盤リスクの評価を行った。地盤リスクの評価におい
ては，①コア評価点と地山等級との関係における不確
実性，②弾性波速度とコア評価点との関係における不
確実性，③弾性波速度の不確実性を考慮した。その結
果，施工実績から推定される掘削コストは，地盤リス
クの範囲内に収まった。5 章で述べた地山分類表によ
る地山評価では，施工実績から推定される掘削コスト
は地盤リスクの範囲外であったことから，コア評価点
を用いた地山評価手法が有効であることがわかる。ま
た，上記①〜③の不確実性による影響を検討した結
果，①の不確実性が地山評価の不確実性に及ぼす影響
は小さく，②および③の不確実性が地山評価に及ぼす
影響は，ほぼ同程度であることがわかった。したがっ

地盤リスク低減のための事前調査

本論文では，5 章において，地山分類表による地山
評価における地盤リスクの評価と，事後評価として施
工実績との比較を行った。その結果，施工実績は事前
調査における悲観シナリオよりコスト高となり，十分
なリスク評価を行うことができなかった。その原因と
しては，5.4 節⑶で述べたように，屈折法弾性波探査等
で得られる弾性波速度は，地山の初期応力状態のもの
であり，切羽における応力解放状態のものとは異なる
ことが挙げられる。なお，実務においては，弾性波速
度だけでなく，地表地質踏査やボーリング調査結果な
どを踏まえて，地質技術者や設計技術者の判断で地山
評価が行われる。しかし，これらの評価は経験に基づ
く定性的なものであり，本論文で扱ったような確率論
的な地盤リスク評価にはなじまない。
一方，6 章においては，コア評価点を用いた地山評価
を行った。地山評価における不確実性としては，①コ
ア評価点から地山等級を判定する際の不確実性，②弾
性波速度とコア評価点の相関における不確実性，③弾
性波速度の不確実性の 3 つの不確実性を考慮した。地
盤リスクは，リスクカーブにおける超過確率 0.9，0.5，
0.1 における地山評価を，それぞれ楽観，最尤，悲観シ
ナリオとして評価を行った。その結果，前記①〜③の
不確実性を考慮した地山評価においては，施工実績は
楽観シナリオと悲観シナリオとの間に収まり，しかも
最尤シナリオは施工実績に近い結果が得られた。これ
により，コア評価点を用いた地山評価手法の有効性が
示された。なお，地山分類表による地山評価と，コア

山岳ト ネ 事前調査 おける地盤リ
山岳トンネル事前調査における地盤リスク評価に関する研究
評価 関する研究

評価点を用いた地山評価の違いは，
評価点を用
た地山評価 違 は コア評価点におい
評価点にお
て応力解放状態の地山性状を地山評価に取り込むこと
ができる点が挙げられる。これにより，コア評価点を
用いた地山評価において施工実績に近い結果が得られ
たものと考えられる。
次に，コア評価点を用いた地山評価において地盤リ
スクを低減するための方法について考察する。地山評
価における不確実性を低減するためには，前記①〜③
に示すそれぞれの不確実性を低減する必要がある。な
かでも②については，6.4 節で検討したように，ダウン
ホール法速度検層よりコア評価点のスケール（ 1 m ご
との評価点）に近い音波検層のデータを用いた方が，
不確実性は小さくなった。ただ，音波検層は 1 m より
狭い区間の弾性波速度を測定している。コア評価点と
の対比という点では，サスペンション PS 検層などの
ように，ボーリング孔内起振・受振で，かつ 1 m 区間
で測定する手法の方が，よりコア評価点との相関は高
くなるものと推察される。ただし，地山評価の不確実
性は，前記①〜③の微妙なバランスのうえに成り立っ
ているものであり，1 つ 1 つの不確実性が低減されて
も，全体の不確実性が低減されるとは限らない。した
がって，それぞれの不確実性の低減を図るための研究
が必要であるとともに，全体の不確実性の低減を図る
ための研究が今後必要である。
8.

あとがき

本論文では，山岳トンネルの事前調査における地盤
リスクの評価手法に関する検討を行った。その目的と
するところは，地盤リスクの低減という観点から見た
適切な事前調査の実施にある。そもそもリスクとは，
その情報により意思決定が左右されることにより，そ
の価値が発現すると考えられている。本論文で扱った
地盤リスクについてみれば，ルート選定や工法選定な
どにも資するものと考えられる。たとえば，地盤リス
クを評価した結果，リスクの高いルートは回避もしく
は追加調査の実施が必要となる。また，近年，TBM
（Tunnel Boring Machine）による急速施工が行われ
るようになってきているが，TBM の採用にあたり地
盤リスクが高い場合には，NATM 工法への切り替え
も必要であろう。さらには，1 章で述べたが，国・地方
公共団体等の財政悪化により，大津ら 5 ）が指摘して
いるように，発注者と請負者との建設請負契約におけ
るリスク分担が今後課題になってくるものと考えられ
る。この点においても，地盤リスクは意思決定に係わ
る重要な情報となろう。従来の事前調査では，設計の
ための資料を提供してきた。しかし，事前調査におい
て地盤リスクを評価することにより，様々な意思決定
に係わる重要な情報を提供することが可能となる。こ
れにより，事前調査の価値が一層高まることが期待さ
れる。
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