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礫混じり地山におけるトンネル施工では，礫の抜落ちやそれに伴う基質地山の大変形リスクの事前予測

が極めて重要となるものの，礫の分布状況や形状は様々であり，個々の現場により状況の再現は難しい．

そこで，本研究では，ボクセル法を併用したボロノイ分割モデルを導入し，礫と基質の物性・領域を模擬

した数値解析モデルを作成した．そして，数理解析により実現象で現れるような礫形状を，ランダム性や

不均質性を考慮して再現できるだけでなく，礫の押出し現象や，地山の大変形を表現できることを明らか

にした．また，一定のトンネル周辺領域のみ礫をモデル化し，その外側領域は基質物性や等価物性を設定

することで解析領域すべてに礫を配置した数値解析結果と同等のトンネル内空・天端変位を得ることがで

きることがわかった． 
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1. はじめに 
 

わが国は火山国であり，火山活動により放出された固

体物質である火山砕屑物からなる火山砕屑岩類が広く分

布している．また，火山作用以外の風化により生成され

た岩石の砕屑物が土石流となり再堆積した地質もある．

これらの地山は構成粒子の粒径により角礫岩，凝灰角礫

岩などの名称がつけられており 1)，比較的軟弱な凝灰岩

からなる基質中に硬質な礫が存在する．このような礫混

じり地山上あるいは中に構造物を設計する際には，礫混

じり地山の力学的性質を把握する必要があるが，表-1の

イメージ図に示すように礫混じり地山は上述したとおり

強度の違う不均質な混合体であるため，その力学特性は

未解明な点が多い． 

例えば，岡田ら 2)は原子力発電所やダムの基礎岩盤を

対象とする際，構造物の大きさに対して相対的に礫が小

さい場合，岩盤は等価な均質地盤として評価されると言

及しており，人工礫岩を用いた室内試験より礫含有率，

礫と基質の強度比，礫と基質の境界面の強度が礫岩のせ

ん断強度に与える影響を明らかにし，礫混じり地山の強

度評価式を提案した．片川ら 3)は，凝灰角礫岩や凝灰安

山岩を模擬した人工礫混じり岩石を作成し，一軸圧縮試

験により礫率と岩石の力学的性質の関係を調べた．また，

小林・吉中 4)は，人工礫質軟岩による実験より，礫含有

率 40%以下の礫混じり岩石の応力-ひずみ関係は，基質

部の変形特性に支配されること，このような礫含有率の

礫混じり軟岩の弾性係数は等価な弾性係数の評価が可能

であることを明らかにした．すなわち，これら研究成果

は地上構造物の設計に関して，表-1の礫混じり地山の物

性評価方法のうち，「A：礫部・基質部どちらも考慮し

た等価物性として評価」にて評価する手法や，礫分含有

率が少ない場合は「B：基質（弱部）の物性で評価」す
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ることで安全側の設計とすることを示唆している研究成

果である．また一方，岡田ら 2)は，対象とする地上構造

物の大きさに対して礫が大きい場合，礫部と基質部の物

性を別々に求め，「C：不均質地山として評価」する必

要があるとしているが，このようなケースはほとんどな

いことを記している．  

ここまでは地上構造物を対象としたが，山岳トンネル

の施工時においても，礫混じり地山に遭遇することが希

ではない．例えば，背嶺トンネル 5)では，地山に直径

50cm～150cm の巨礫がみられ，基質部分はルーズな粘土

であったことが報告されている．また三戸トンネル 6)丸

子トンネル 7)，窪平トンネル 8)9)，札幌市地下鉄東西線発

寒川横断工区 10)，高の峰トンネル 11)，大吹トンネル 12)な

どのその他のトンネルでもトンネルが掘削される地山に

礫が含有していたことが報告されており，トンネル近傍

に礫が分布していると，トンネル掘削作業が難渋するこ

とが指摘されている．しかしながら，前述したとおり礫

混じり地山にトンネルを掘削した時の施工報告に関して

一定数の資料が認められたが，トンネル掘削時の礫の挙

動に着目し予測などを行った文献は発見できなかった． 

 礫混じり地山においてトンネルが掘削される場合のト

ンネルおよびトンネル周辺地山の力学的評価を数値解析

を用いて行うには，地上構造物を対象とした礫混じり地

山の評価方法と同様の手法，つまり表-1 の「A：礫部・

基質部どちらも考慮した等価物性として評価」または

「B：基質（弱部）の物性で評価」両者のどちらが好ま

しいかを判断する必要がある．そこで，地上構造物，ト

ンネルそれぞれを建設する際に地盤・地山に考慮する事

項を同表にとりまとめた．表からわかるように，地上構

造物を設計・施工する際には，地上構造物に対して地盤

の支持力や滑動抵抗力，地盤沈下について考慮する必要

がある一方で，トンネル構造物を設計・施工する際には，

トンネルに生じる変位（天端沈下・内空変位）や地表面

沈下に関する事項を考慮できる必要がある．さらにトン

ネル施工者の安全性を考慮すると，トンネル掘削に伴う

礫の抜け落ち・押出し現象や，それらに伴う基質部の崩

壊発生の有無を評価できることが好ましい．これらを評

価するには，解析する地山を均質と仮定しないことが重

要であり，礫混じり地山でトンネルを掘削する際には，

地上構造物が建設される地盤と同様ではなく，トンネル

周辺の礫と基質の挙動をおおよそ知ることのできる数値

モデルを考案する必要がある． 

トンネルが掘削される地山の不連続性を考慮した研究

はいくつかみられ，例えば著者の岡崎ら 13)は，不均質な

地山を模擬した連続体掘削解析モデルにトンネルを掘削

し，そこから得られた解析データを用いた逆解析により

等価の地山物性を得ているが，礫混じり地山の礫と基質

部の挙動を把握する本研究の目的とは相違している．他 

 

 

に，礫混じり地山のような礫と基質の物性をそれぞれ分

け，そのような地山にトンネルが掘削されたときの数値

解析的研究を実施した既往研究は国内外ともにみられな

い． 

 これらを整理すると，わが国においてトンネルを掘削

する地山には，礫混じり地山に遭遇することが希ではな

いものの，礫混じり地山における研究としては，地上構

造物を対象としたものがある一方で，トンネルを掘削し

た時の礫および基質部の挙動に着目した研究は少なく，

礫混じり地山にトンネルを掘削したときに問題となる礫

の抜落ちやそれに伴う砂質地山の大変形を予測したもの

は見つけられなかった．しかし，このようなトンネル掘

削時挙動が生じる礫混じり地山は多く，作業者の安全性

に直結する事故が生じる危険性があり，トンネル掘削時

地山挙動を予測しがたい． 

そこで，本研究ではまずトンネル建設に従事している

技術者にアンケートを実施し，礫混じり地山にトンネル

を建設する場合の考慮すべき事項を明らかにする．また，

礫混じり地山にトンネルを掘削することを想定し，トン

ネル掘削時の礫と基質の挙動傾向を知ることのできる数

値解析手法を提案する．そして，解析結果から，提案手

法の違いによる礫混じり地山の再現性の良否を述べ，数

値解析において礫および基質部を区別して考慮するべき

領域について考察する． 

 

 

 
 

表-1 礫混じり地山に関連する構造物の設計施工 

で考慮すべき事項 
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2. 礫混じり地山のトンネル掘削に関するアンケ

ート調査 
 
 本論文において礫混じり地山を想定した数値解析手法

を提案するにあたり，トンネル技術者が実務においてど

のような事項に苦慮しているか調べる必要があると考え，

ここではトンネル技術者を対象としたアンケート調査を 

行った． 

アンケート調査（図-1）は，主としてNPO法人臨床ト

ンネル工学研究所の会員を対象とし，トンネルに関する

発注・設計・施工業務等に現在従事している，もしくは

従事していた技術者に依頼した．アンケートでは，59

件の回答が得られた．そのうち回答者の属する業種は

（図-2(a)参照），総合建設業（ゼネコン）が 68%，トン

ネル専業者が 15%，建設コンサルタント業が 9%，その

他（発注者および資材メーカー等）が 8%であった． 

礫混じり地山での設計施工経験を問うた設問（図-2(b) 

参照）に対しては，81%の技術者が経験があると回答し，

山岳トンネルが施工される地山に礫が混在することは特

異なケースではなく，遭遇した礫の最大径（図-2(c) 参

照）は，数 cmから数 mまで幅広いことがわかった．設

計・施工時に難渋した事項についての問いに対しては

（図-2(d) 参照），地山物性の特定が困難である（19%）

ため，切羽安定対策工（40%）や支保パターン（15%） 

 

 

の選定に苦慮した経験があげられた．これらのアンケー

ト結果より，トンネル施工に関連する技術者からはトン

ネル掘削時の礫の挙動を解明するための研究が求められ

ていることが示唆されていること，礫混じり地山でのト

ンネル施工に関して，切羽安定対策工や地山物性の選定

に関する研究を進めていく必要があることがわかった． 

 

 

3. 礫混じり地山の数値解析モデル化 

 

(1) 礫混じり地山の礫および基質を模擬できる数値解   

析手法の検討 

トンネル掘削時挙動を予測するには，類似の事例を調

査する経験的な方法，理論計算による方法，数値解析に

よる方法などが挙げられるが，本研究のような礫混じり

地山にトンネルを掘削した時の挙動予測は，力学的に複

雑な事象であり数値解析的手法による挙動予測が唯一の

予測手法となる．実務において数値解析によってトンネ

ル掘削時にトンネル構造物やトンネル周辺地山の力学的

評価を行った事例を調べた文献 14)によると，数値解析手

法は有限差分法および有限要素法に代表される地山を連

続体として表現する手法による検討をなされた事例が約

70%，続いて地山やトンネル支保工などを不連続体で表

現する個別要素法などが 7%用いられていることが調査

されている．また，地山の力学モデルは線形弾性体で表

現されることが 45%と最も多く，続いて弾塑性体

図-1 トンネル技術者を対象としたアンケート 

図-2 トンネル技術者を対象としたアンケート調査 
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（21%），非線形モデル（7%）と続くとされている． 

 本研究で取り扱う礫混じり地山でのトンネル掘削解析

には個別要素法などの地山を不連続体として模擬する手

法を用いることも想定できる．しかし，実務においてそ

れらを表現するためのパラメータ収集および設定が困難

であることも十分予想されるため，実務におけるトンネ

ル施工での地山の変形解析ではモデルの単純化や計算時

間から解析モデルは連続体解析とし，線形弾性体モデル

を想定することとした．  

 

(2) 数値解析モデルの生成手法について 

ここでは，礫混じり地山を模擬した数値解析モデルに

ついて検討する．アンケート結果に基づき，礫とその周

辺の砂質地山の大きさ・配置・形状・含有率を変動する

ことが可能なモデルを作成するために図-3に示す矩形分

割モデルとボロノイ分割モデルを検討した．図-3のモデ

ルの解析領域はすべて高さ 50m，幅 50m，二次元平面ひ

ずみ的挙動を呈するように奥行き方向を 0.25m に設定し

た．ここで作成するモデルは，礫をボクセル法によって

模擬するため，解析モデル内に縦 0.2m ×横 0.2m ×奥行

き 0.25mの矩形格子で分割した．図-3 のそれぞれのモデ

ルは，例として礫含有率が約 40%の場合を示した．ここ 

 

 

で，礫含有率とは，礫の面積をモデル断面積で除した値

の百分率であり，黒で着色した領域は礫，茶色に着色し

た領域は砂質地山をそれぞれ表している． 

まず，図-3(a)に示す矩形分割モデルについては以下の

ように設定した． 

1) 縦0.2m×横0.2mの矩形格子領域に，それぞれ縦0.2m

×横 0.2m，縦 1.0m×横 1.0m，縦 2.0m×横 2.0m の礫

を模した領域（表-2）をランダムに配置する． 

2) 礫および砂質地山それぞれの入力定数を表-315)のよ

うに設定する． 

 しかしながら，トンネル掘削で問題を生じる礫は，岩

石の角の部分が円磨された巨大な形状のものが多く，矩

形分割モデルでは再現が難しい．また，写真-1は地表に

露頭した段丘堆積物の写真であるが，本研究で取り扱う

礫混じり地山はこのような形状の礫が多く含有している

ものと考えられる．特にこのような地山にトンネルが掘

削される場合，トンネルの近傍に礫が含有していること

で，トンネル掘削に伴い切羽や天端・側壁周辺に礫が出

現すると，特に地山崩壊などの労働安全面でのリスクが

高くなる．例えば，図-4はトンネル掘削に伴い切羽に礫

が出現したときの切羽前面スケッチイメージ図である．

そのため切羽や天端・側壁周辺に礫が出現したときの，

これらの礫の挙動を事前に解明できることが好ましいも

のの，これらより矩形分割モデルは，簡便に礫を模擬で

きる一方，巨礫が切羽に出現するなどトンネル施工が困

難となる実現場の礫形状とは相違点が多い． 

写真-1 地山内に含まれる礫のイメージ 

図-4 切羽面に巨礫が出現した際の切羽スケッチイメージ 

  

表-2 礫の分割手法について 

表-3 地山入力定数 

図-3 礫混じり地山を模擬した数値解析モデル 
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そこで，実現場でみられる礫の形状を再現するために

ボロノイ分割モデルによる礫混じり地山のモデルを検討

した．ボロノイ分割を用いた岩盤分野での既往研究とし

て，大西・河野 17)はボロノイ分割手法を用いて，岩盤の

亀裂等を考慮した岩石試験の模擬計算および岩盤の挙動

解析を行い，不連続性岩盤の定性的傾向が表現できたと

しているものの本研究で対象とする礫混じり地山のよう

な両者の強度が大きく違うモデルをボロノイ分割を用い

て表現した研究は見られない．  

ボロノイ分割モデル（図-3(b)）は，次の手順で作成し

た． 

1) 領域内に乱数発生によりモデル内にボロノイ母点を

配置する． 

2) ボロノイ母点の近接する点同士を結び，ドロネー三

角形網を作成する． 

3) 各ドロネー三角形の辺の垂直二等分線を描きつなげ

ることで領域をボロノイ分割（平面を多角形で分割）

する． 

4) 砂質地山領域および礫領域をランダムで設定し， 

礫にあたる解析要素の入力定数を中硬岩の値（表-3）

に，それ以外の領域を砂質土の値（表-3）に変化さ

せた．本研究ではボロノイ母点数を 500 点，600 点，

800点の 3通りとした（図-3，表-2）． 

本研究におけるボロノイ母点数は，礫寸法がトンネル

直径よりも小さくなる分割数を検討したところ，母点数

500 点から 800 点が適当であったため，500 点，600点，

800点とした． 

図-3を比較すると，ボロノイ分割モデルは円磨形状の

礫を分割時のランダム性や，不規則性を持たせて生成で

きるので，矩形分割モデルよりトンネル施工で問題とな

る巨礫混じり地山を表現できることがわかる． 

しかしながら，礫を考慮した本研究における二次元平

面ひずみモデルは，面内の礫が奥行方向に連続すること

を表現したモデルとなることを前提としたトンネル掘削

時の影響を把握するべきである．つまり，面方向に変形

する挙動を評価するために本研究での解析モデルを用い

ることは好ましい一方で，三次元的なトンネル掘削時の

切羽の安定性や鏡ボルト，先受け工などの補助工法の効

果を検討することが適切かどうかは別途検証が必要であ

る．  

さらに，礫混じり地山でのトンネル掘削時にトンネル

周辺地山におよぶ影響を精度よく解明するには，トンネ

ルの掘削が予定されている地山周辺の礫の形状や空間分

布を地質探査手法等により正確に探査し，探査結果から

ボクセル法などで再現することも想定できる．例えば，

トンネルが掘削される地山の礫を調査した事例がみられ，

日野ら 18)は地山内の礫の出現位置，分布を連続波レーダ

探査装置を用いて探査を試み，礫の存在を確認している． 

 

 

しかしながら，1m 程度以下の礫の存在や，礫の形状を

把握するまでには至っていない．つまり，現状の技術で

はトンネルの掘削が予定されている地山周辺の礫の形状

や空間分布を正確に把握することは一般に難しい． 

礫の形状や空間的ばらつきを正確に把握が出来ない場

合に，数値解析モデルを作成する手法として，筆者の岡

崎 19)は，トンネル掘削解析において不均質な地山を矩形

要素で模擬した有限要素法解析を行っているが地山の不

均質性を現わす手法として，変動スケールを採用してい

る．変動スケールとは，調査から得られたデータを補間

した際の地山物性値の連続データがすべて平均以上また

はそれ以下となる区間の大きさである．具体的には，解

析モデルの鉛直（水平）の各要素における地山物性値を

抽出し，均質寸法の大きさを変化させることで，異なる

地山物性値の固有変動性を有する不均質地山モデルを作

成可能と示されている．本手法は地山物性値を与える要

素群の形状を正方形（矩形）にしており，本研究の礫の

モデル化手法のうちボロノイ分割モデルに適応が可能か

検討する必要がある． 

そこで，本研究においても礫混じり地山を模擬するモ

デルに変動スケールの考え方を取り入れ，礫混じり地山

と岡崎 19)が提案する不均質地山（図-5）のトンネル横断

方向要素の距離と物性（弾性係数）との関係のイメージ

図を図-6に示す．どちらも地山物性値が距離に応じて変

化しているが，礫混じり地山では地山物性値は二極化し

ている様子が見て取れる． 

次に，図-6の結果より変動スケールを算出し，一測線

あたりの平均変動スケールを求め，さらに 250測線分の

平均変動スケールを平均化することで，解析モデル平均

変動スケール（変動スケールの平均の平均）を算出した． 

図-6 距離に応じた地山物性値の変動 

図-5 不均質な地山を表現したモデル 
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図-7に矩形分割モデル，図-8にボロノイ分割モデルの解

析モデル平均変動スケールと礫含有率の関係を示した．

その結果，図-7の矩形分割モデルにおける礫含有率ごと

の解析モデル平均変動スケールは礫寸法が大きくなるほ

ど大きくなることが分かった．また，礫含有率 が 50%

のときの解析モデル平均変動スケールに着目すると，礫

寸法の約 2倍となる．これは，不均質地山における変動

スケールの平均は均質寸法の約 2倍となると考察した岡

崎の結果と同意となる．一方で図-8のボロノイ分割モデ

ルの結果に着目すると，礫寸法の違いに対応するボロノ

イ分割数が変化しても，礫含有率ごとの解析モデル平均

変動スケールが変化しないことが分かった．また，この

ときの変動スケールは矩形分割モデルの2.0m×2.0mとほ

ぼ同様の分布となった． 

これらより，礫混じり地山の空間分布を表現する手法

として変動スケールを用いることは矩形分割モデルでは

可能な一方で，本研究のボロノイ分割モデルでは 2.0m

×2.0m程度の礫寸法が分布する礫混じり地山を再現でき

ることがわかった． 

 

 

(3) 礫含有率の評価方法について 

礫混じり地山では，地山内の三次元空間上に礫が無作

為に並んでいる状態と想定される．本研究では礫混じり

地山を二次元平面ひずみ問題として研究を進める．また，

トンネルが掘削される実地山では，地山内部の礫の配置

や含有率を把握することは難しく，地山の礫含有率の計

測・推定に言及した研究はあまりみられない．そこで，

三次元空間上に広がる礫を二次元断面として表現するこ

との妥当性を文献調査した．また，トンネル施工時に地

山状態を一定間隔で確認することができる切羽面で，切

羽面に露頭する礫を観察することから，地山に含まれる

礫含有率の推定を試みた（図-9）． 

小林 20)は，礫の大きさ，含有率を考慮したとき，礫が

露頭した面積をどの程度調査すれば地山全体の礫含有率

が評価できるかを検討し，地山領域を立方体としたとき，

立方体1辺の長さをL，礫の直径をDとすると，L/D=5～

10 であれば，礫含有率が 20%程度に対して変動係数が

0.2 以下となること．また，礫含有率が 2～25%の場合，

L/Dが5以上であれば変動係数を0.3以下に，L/Dが10以

上であれば変動係数を 0.2 以下に収まることを明らかに

した．本研究の数値解析モデルにこれを当てはめると，

解析領域の一辺の長さLは50mであることから，礫寸法

が 5m 以下であれば変動係数が 0.2 以下，礫寸法 10m 以

下であれば変動係数 0.3 以下となることが想定される．

そこで，矩形分割モデルの礫寸法は最大 2m 以下，ボロ

ノイ分割モデルのボロノイ領域の寸法は最大 5m 以下と

なるように分割した（表-2）．ここで変動係数は，ばら

つきまたは変動性を表す無次元指標で，標準偏差を平均

値で割った値である 21)．トンネルの幅を 1D とすると変

動係数はそれぞれ0.5D，0.2Dであり，トンネル直径より

も小さい礫寸法であることがわかる．ただし，本研究で

礫を表現する分割方法である矩形分割モデルおよびボロ 
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図-10 解析領域内および切羽の礫含有率 

図-9 着目点の違いにおける礫含有率 

図-7 矩形分割モデルの解析モデル平均変動スケール 
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ノイ分割モデルでは，礫含有率が増加すると礫同士の接

触が見られ，礫寸法は矩形要素またはボロノイ領域を複

数つなげた長さに表現される場合もある．そこで本研究

では礫寸法は単一の矩形領域（縦 2.0m×横 2.0m 以下），

単一のボロノイ領域の大きさと定義した．  

 次に，切羽面に現れる礫含有率と二次元モデルの関係

を調べた．図-10 に，二次元解析領域に現れた礫含有率

とトンネルが掘削される領域，つまり切羽面に現れた礫

含有率の関係を示す．ここではボロノイ母点数を表-2に

示す 3通りとした．図からわかるように，両領域の礫含

有率は概ね等価の関係にあるが，解析ケースによっては

数十%のずれが生じるものもみられる． 

これらより，ここで模擬するような矩形分割による礫

寸法 2m 以下，ボロノイ分割領域 5m 以下である場合，

三次元領域内に広がる礫混じり地山を二次元平面ひずみ

問題として表現しても，それぞれの礫含有率に大きな差 

異は生じないケースがみられた一方で，施工時に切羽面

に現れる礫含有率のみから三次元領域の礫含有率を予測

する場合，礫含有率を過大・過小評価するケースがある

ことも合わせてわかった． 

 

4. 礫混じり地山の変形特性の解明 

 

礫の形状や含有率の違いによって，地山の等価力学特

性がどのように変化するかを明らかにするために一軸圧

縮数値解析モデルによる検討を行った．一軸圧縮試験は

トンネルが掘削される地山材料の力学試験を行う際，岩

石の力学特性を判断する基本的な指標となり，軟岩から

未固結地山まで幅広く実施することの出来る試験 22)であ

るため，一軸圧縮数値解析モデルでの解析をここでは実

施した．数値解析は，図-11 のように上述した高さ 50m，

幅 50m，奥行き 0.25mの平面ひずみモデルを作成し，モ

デル底部に境界条件を与えた後，自重解析を実施した．

自重解析が収束後，モデル上部に等分布荷重を載荷した．

そのときにモデル上部中央要素に生じる鉛直方向応力を

モデル上部中央節点に生じる変位（沈下量）から算出し

たひずみで除すことで，モデルの等価弾性係数を算出し

た． 

小林 20)は，礫含有率 40%以下の礫岩を模擬した供試体

の三軸圧縮試験結果より，礫含有率の変化による応力-

ひずみ関係に対する影響が小さく基質の物性に依存され

るものの，礫含有率 60%になると礫間の接触による影響

を受け基質の物性に支配されなくなる．これらの中間領

域である礫含有率 40%～60%は，それらの移行領域に相

当することを明らかにしている．そこで図-12 に，礫含

有率 40%未満のモデルが礫間の接触による影響の大小を

調べるためボロノイ分割モデルと，矩形分割モデルの 2

種類の礫のモデル化手法の違いにおける等価弾性係数と

礫含有率の関係を示す．本検討に用いた解析モデルは，

表-2に示した矩形分割モデル，ボロノイ分割モデルとも

に 3通りの分割数とした． 

この図から明らかなように，矩形分割モデル，ボロノ

イ分割モデルどちらも礫含有率が増大すると等価弾性係

数が大きくなるが，それぞれのモデルの礫含有率ごとの

等価弾性係数のばらつきに着目すると矩形分割モデルの

方が大きく，その傾向は礫含有率が増大するほど顕著で

あることがわかる．また，矩形分割モデルは 40%以上の

礫含有率においては等価弾性係数のばらつきがさらに大

きく生じていることがわかった．先の小林の実験 20)では

この領域は礫同士の接触による影響がみられない礫含有

率の領域と報告されているが，矩形分割モデルのような

礫を表現する手法では図-3(a)のように，礫の形状に隅角

部の箇所があるため地山変形の拘束が生じている可能性

がある． 

次に，礫含有率が 40%未満の地山条件で礫同士の接触

の影響が小さいボロノイ分割モデルのみに着目し，礫含

有率と等価弾性係数の関係式を知るために，図-13 に礫

含有率と等価弾性係数の関係を示した． 60～70%以上の

高含有率では，礫含有率ごとの等価弾性係数にバラツキ 

図-11 一軸圧縮数値解析モデル 

図-12 礫含有率と等価弾性係数の関係 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40

等
価

弾
性

係
数

(M
P

a)

礫含有率(%)

矩形分割モデル

ボロノイ分割モデル

土木学会論文集F1（トンネル工学）, Vol. 76, No. 1, 21‐33, 2020.

27



 

 

 

 

が生じていることが分かり，実験 20)による礫同士の接触

による影響が生じると報告されている礫含有率の領域と

同様の傾向がみられた．このことから，ボロノイ分割モ

デルは礫混じり地山のトンネル掘削前の地山性状を表現

するには適した手法であることがわかった．そこで図-

12 よりボロノイ分割モデルでの礫含有率と等価弾性係

数のプロットより近似曲線を求めると以下の式に示す通

りとなった． 

 

      𝑦 7.3795𝑒 .           (1) 

 

表-3の強度を有する礫および基質の混合地山では，礫

含有率から地山の等価弾性係数を推定することが可能で

ある． 

 

 

5. トンネル掘削時の挙動予測解析 

 

本章では，礫混じり地山にトンネル掘削をおこない，

礫の形状・寸法・配置の違いがトンネルおよびトンネル 

 

 

周辺地山に及ぶ影響について調べる．地山モデルは第 2

章でモデル化した（表-2）矩形分割モデル（1.0m×1.0m）

およびボロノイ分割モデル（ボロノイ母点数 600点）の

2 種類のモデルを一例として用いたトンネル掘削解析を

行うこととした．荷重条件は，図-14 に示すようにトン

ネル天端部に 250m 分の土かぶりが働くように上載荷重

を設定した後，初期応力解析および領域中央部に直径幅

9.4m，高さ7.6mの2車線道路トンネルに相当する断面を

掘削した．礫混じり地山にトンネルを掘削する際の問題

の一つである礫の押出し現象は，トンネル寸法に対して

礫の最大寸法が十分に小さいときに生じると仮定する．

前述したとおり，本研究でモデル化する礫の最大寸法は

矩形分割モデルでは2m，ボロノイ分割モデルでは5mで

あり，礫寸法はトンネル幅より十分に小さく，トンネル

掘削により礫が押出される現象を検討することが可能で

ある． 

まず 2 章における解析結果を踏まえ，1)矩形分割モデ

ル，ボロノイ分割モデルともに等価弾性係数に大きなば

らつきが見られなかった礫含有率が 40%以下の解析結果

（図-15 参照），2)矩形分割モデルのみ等価弾性係数に

ばらつきがみられた 40～60%の解析結果（図-16 参照），

3)両モデルの等価弾性係数にばらつきが見られた 60%以

上の解析結果の一例を示す（図-17参照）． 

 

(1) 礫含有率 40%未満の地山にトンネルが掘削された

ときの地山挙動 

図-15 に示すように，礫含有率 10%のときの等価弾性

係数を式(1)より算出し，解析領域に均一に物性値を与

えた(a)等価モデルと，礫を考慮した解析の(b)矩形分割モ 
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図-13 ボロノイ分割数値解析モデルから導出した 

等価弾性係数 

図-14 トンネル掘削を考慮した数値解析モデル 

図-15 礫配置および地山変位コンター 

（礫含有率 40%以下） 
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デル，(c)ボロノイ分割モデルにおける変位コンターを比

較する．この図からわかるように礫を考慮しない等価モ

デルでは，考慮するモデルよりトンネル周辺およびモデ

ル上部の変位が全体的に小さくなることがわかる．特に，

礫を考慮したモデルの矩形分割モデルとボロノイ分割モ

デルは模擬方法の違いにかかわらず礫同士の接触による

影響や礫形状の違いによる影響はみられず，礫のトンネ

ルへの押出しや，押出しに伴う砂質地山の大変形を表現

できていることがわかる． 

 

(2) 礫含有率 40～60%の地山にトンネルが掘削された

ときの地山挙動 

図-16 に示す礫含有率が 40%から 60%のときの礫配置

とトンネル地山変位コンター図からわかるように，礫形

状を考慮しない(a)等価モデルは，考慮するモデルよりも

トンネル周辺に生じる変位は全体に小さくなることがわ

かる．これらの結果から， 40%～60%の礫含有率を有す

る地山は，基質の特性に依存する型から礫の骨格構造に

依存する型への移行領域に相当すると考えられるが，礫

を考慮する(b)矩形分割モデルと(c)ボロノイ分割モデルは，

礫同士の接触の影響が生じはじめていると考えられる．

しかしながら，ボロノイ分割モデルでは矩形分割モデル

ではみられない天端上部の巨礫の押出しが生じている一

方で，矩形分割モデルでは礫が押し出されるような挙動

は見てとれない．これは，矩形要素で礫を表現する場合，

実際のトンネルが掘られる地山にはあまり見られない棒

状や凹凸状の礫の集合体が形成され，それらのかみ合わ

せによってトンネル変位を拘束するためである．そのた

め，このような礫含有率の地山条件下では，ボロノイ分

割法を用いた礫を考慮した数値解析が特に有効であるこ

とが分かった．  

 

(3) 礫含有率 60%以上の地山にトンネルが掘削された

ときの地山挙動 

図-17 に示すようなさらに礫含有率が増大した地山で

は礫形状をモデル化する手法の矩形分割モデルおよびボ

ロノイ分割モデルと礫含有率を考慮した均質地山とする

等価モデルの変位傾向は大きく変わらないが，礫形状を

考慮した手法では，トンネルのごく近傍の領域に生じる

変位が大きくなる． 

 

(4) 礫混じり地山にトンネルが掘削されたときの地山

挙動についてのまとめ 

これらの結果より，礫混じり地山にトンネルを掘削す

る場合，礫の含有率を考慮した均質物性を入力する等価

数値解析モデルでは，礫の押出しや，それに伴う砂質地

山の大変形を表現できず，数値解析結果より技術者が危

険側の判定を下す可能性があることがわかった．これら

の地山挙動は，トンネルの施工性だけでなく施工者の安

全性に直結する事項であるため，トンネル切羽面やその

近傍にトンネル直径より小さい礫の出現が想定される場

合は，礫および基質部を模擬した数値解析を行うことが

好ましいことがわかる．また，礫および基質部を考慮し

た数値解析を行う場合，礫同士の接触が少ない礫含有率

40%以下の地山では礫のモデル化手法によるトンネル周

辺部におよぶ変位傾向は大きく違わないが，礫同士の接

触が見られる礫含有率 40%以上の地山条件では，矩形分

割モデルは実際のトンネルが掘られる地山にはあまり見

られない棒状や凹凸状の礫の集合体が形成され，それら

のかみ合わせによってトンネル変位を拘束するため，礫

形状を再現したボロノイ分割モデルを用いた方がよいこ 

図-16 礫配置および地山変位コンター 

（礫含有率 40%～60%） 

図-17 礫配置および地山変位コンター 

（礫含有率 60%以上） 

土木学会論文集F1（トンネル工学）, Vol. 76, No. 1, 21‐33, 2020.

29



 

 

 

ともわかる． 

ここまでの解析結果は，各礫含有率ごとの一例を示し

たが，ここではさらに，礫の形状を考慮したボロノイ分

割モデルと，考慮しない等価物性モデルの礫配置を変化

させた多くのケースで作成した地山にトンネルが掘削さ

れたときのトンネルに生じる変位の違いを図-18 に示す． 

ここでの等価物性モデルは，地山のヤング係数を 10MPa

から 800MPaまでの 17通り，ポアソン比を 0.3としたと

きの解析結果をプロットした結果であり，ボロノイ分割

モデルは，礫含有率が 40%以下，40～60%，60%以上の

ケースをそれぞれの色で着色した．グラフの縦軸に示し

た天端沈下は，トンネル天端接点における鉛直方向変位

とし，符号は下向きを＋とした．一方で側壁変位は，

S.L.より1m上部の左右側壁節点変位を平均したものとし，

符号はトンネル内空側を正としている．トンネル標準示

方書 23)では，トンネル掘削時の変位計測項目として，内

空変位測定，天端沈下測定，脚部沈下測定の計測項目が

あげられている．本研究における解析条件では支保工を

設置しておらず，脚部の沈下を考慮する必要がないため，

ここではトンネルの内空変位および天端沈下に対応する

節点変位を取得した． 

図-18 より，等価物性モデルの場合，天端沈下と側壁

変位の関係が比例関係にあることがわかる．一方で，ボ

ロノイ分割モデルでは天端沈下や側壁変位が卓越する解

析ケースが見られることから，等価弾性モデルでは礫の

抜け落ちを見逃す可能性があるため，等価物性解析では

礫混じり地山での挙動予測は難しいことがわかった． 

 

 
6. 実務のための解析領域の検討 

 

トンネル設計施工における実務として礫混じり地山の

礫形状を模擬した数値解析モデルを作成する場合，礫形

状などをトンネルが掘削される地山全域に考慮すること

は，モデル作成・解析時間を考慮すると現実的ではない．

また，礫形状を模擬する数値解析モデルは，礫のトンネ

ル内部への押出しやそれに伴う砂質地山の崩壊に着目す

る場合に，礫混じり地山でのトンネル周辺挙動の予測に

有効であることがわかっていることから，数値解析にか

かる実務的労力を低減するため，トンネル近傍領域だけ

礫形状等を考慮し，トンネルに生じる力学的影響を把握

することができるかについて調べる．  

礫を考慮する領域がトンネル周辺の変位傾向に及ぼす

影響を明らかにするために，礫を考慮する領域の大きさ

を変化させた数値解析を実施した．具体的には図-19 に

示すように，ボロノイ母点数 800点，礫含有率約 60%の

モデルを対象に，礫を模擬する領域をトンネル中心より

1.0D から 3.0Dまでの 0.5D 刻みの同心円状の領域とした． 

図-19 礫模擬領域とトンネル周辺変位の関係 
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図-18 礫混じり地山の表現手法の違いによる 

トンネルに生じる変位 
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ちなみにDとはトンネル径である．礫を模擬した領域の

外側領域を基質地山つまり砂質地山の物性を均質に入力

したものと領域内の礫含有率をもとに式(1)より算出し

た等価物性を入力したケースの 2種類の解析結果を解析

領域内すべてについて礫形状を考慮したモデルの解析結

果と比較する． 

まず，礫形状を考慮する領域外を基質物性つまり砂質

地山物性としたケースに着目する．図-19 から明らかな

ように，礫を模擬した領域が 1.0D では解析領域全体に

礫を模擬したケースと比べ，トンネル周辺に生じる変位

が大きくなる．礫を模擬した領域を徐々に大きくすると，

2.0D もしくは 2.5D 程度より解析領域すべてに礫を模擬

したケースとトンネル近傍の変位傾向が類似することが

わかった．次に，礫形状を考慮する領域外を等価物性と

したケースでは，礫を模擬した領域が 1.0D の解析結果

と全領域礫を考慮したケースがトンネル周辺に生じる変

位傾向が類似する．また，それ以上礫を模擬する領域が

広くなっても，トンネル周辺に生じる変位の傾向は大き

く変わらないことがわかった． 

さらに，礫混じり地山においてトンネル壁面の変状を

見誤ると地山崩壊リスクや，技術者らの安全性に直結す

る事故が生じる可能性が高いため，図-20 では解析領域

すべてに礫を模擬したケースでの解析結果におけるトン

ネルに生じる最大変位と，礫をトンネル周辺の一部領域

に考慮したそれぞれのケースに生じる最大変位の差をプ

ロットしたグラフを示す．この図から，礫を考慮する領

域外を基質物性とした場合，1.0D から 2.0D までは全領

域礫を考慮した解析結果と大きく最大変位の値が相違す

る結果が得られた．一方で，領域外を等価物性とした場

合，1.0Dから広くなっても最大変位の差はあまり変化し

ないことがわかった． 

これらの結果より，ボロノイ母点数 800点，礫含有率

約 60%のモデルの場合，トンネル周辺に生じる礫の押出

しや，それに伴う砂質地山の崩壊の危険性が考えられる

場合では，トンネル周辺の領域のみ礫形状を考慮した数

値解析においても，トンネル周辺に生じる全体的な影響

を把握することが出来ることがわかった．また礫を考慮

すべき領域は，礫を考慮する領域外を基質物性とする場

合，2.0D 以上，領域外を等価物性とする場合は 1.0D 以

上の領域とすることが好ましいことがわかった． 

 

 

7. まとめ 

 

本研究では，礫混じり地山におけるトンネル施工で問

題となる礫の抜落ちやそれに伴う砂質地山の大変形を考

慮した数値解析手法を提案するために，礫と基質の物

性・領域を模擬した数値解析モデルの作成および数値解

析結果の評価を行った．特に，本研究ではトンネル設計

施工における実務で有益な手法とするために地山を線形

弾性体と考え，簡便な地山挙動予測手法を提案した．そ

の結果，以下のことがわかった． 

1) 連続体解析により礫混じり地山の礫・基質のそれぞ

れを模擬するには，ボクセル法を併用したボロノイ

分割モデルを用いることで実現場で現れるような礫

形状をランダム性や，不規則性を考慮して生成する

ことができることがわかった． 

2) 次に，三次元空間上に広がる礫を二次元平面ひずみ

問題として表現出来るのか，施工時に切羽面に現れ

る礫面積を持って三次元空間の礫含有率として扱っ

てよいか否かについて検討した結果，施工時に切羽

面に現れる礫含有率から，三次元領域の礫含有率を

予測することは概ねできるが，礫配置によっては礫

含有率を過大・過小評価する可能性があること，解

析領域が 50m×50m の場合，矩形分割による礫寸法

が2m以下，ボロノイ分割領域5m以下であると，三

次元領域内に広がる礫混じり地山を二次元平面ひず

み問題として表現することが可能であることがわか

った． 

3) 礫混じり地山の変形特性に着目したところ，本研究

におけるボロノイ分割モデルは礫同士の接触による

影響が生じにくく，有効な礫混じり地山の数値解析

モデル作成手法であることがわかった．また，礫含

有率と等価弾性係数の関係式を導出することができ

た．  

4) さらに，礫混じり地山にトンネル掘削を行う場合，

礫の形状・寸法を考慮せずに等価物性を均一に入力

した等価モデルではどの礫含有率でもトンネル周辺

に生じる礫の押出しや，それにともなう砂質地山の

大変形を評価できない可能性が高いことがわかった．

礫寸法0.5D程度以下の礫が含有率40%を超え，礫同

図-20 礫模擬領域の違いにおける影響 
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士の接触が見られる含有率では，礫の形状・寸法を

考慮した解析手法のうち，ボロノイ分割モデルの方

が礫の押出し，砂質地山の大変形が表現出来た．こ

れよりトンネル切羽面やその近傍に礫の出現が想定

される場合は，礫および基質部を模擬した数値解析

を行うことが好ましいことがわかった． 

5)  ボロノイ母点数 800点，礫含有率約 60%のモデルの

場合，礫を考慮する領域外を基質物性とする場合，

2.0D以上，領域外を等価物性とする場合は 1.0D以上

の領域とすることで，解析領域すべてに礫を配置し

た数値解析結果と類似したトンネル内空・天端変位

を得ることが出来ることがわかった． 

本研究では，トンネル掘削による礫の押出しや，それ

に伴う砂質地山の大変形が懸念される地山条件を数値解

析で模擬する手法を提案できた．今後は，現場で現れた

礫の不均質性を統計的に評価することにより，地山の等

価な弾性係数を推定しその結果に基き，支保工・補助工

法を選定する数値解析手法について検討を進めていく予

定である． 
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PROPOSAL OF PREDICTION METHOD OF TUNNEL EXCAVATION BEHAVIOR 
IN GRAVEL GROUND BY NUMERICAL ANALYSIS 

 
Hisashi HAYASHI, Daisuke SAKAI, Yasuyuki OKAZAKI,  

Shingo MORIMOTO and Masato SHINJI 
 

In tunnel construction in the gravel ground, it is important to predict a risk of large deformation of the 
ground and the extrusion of the area. However, distribution and shape of the gravel is difficult to reproduce 
the situation depending on the individual site.  

Therefore, a questionnaire was given to the engineers engaged in the tunnel construction, and the matters 
to be considered in the case of constructing the tunnel in the gravel ground were clarified. In addition, 
numerical analysis was performed using Voronoi division model with voxel method. The model of the 
gravel ground model considering the randomness and heterogeneity which appeared in the actual phenom-
enon was able to be generated, and the large deformation of the rock extrusion and the sandy ground was 
also reproduced.  

As a result, similar to the results of numerical analysis in which gravel is arranged in all the analysis 
areas by setting the area outside the area considering gravel to be 2.0D or more as substrate physical prop-
erty and setting the area outside to be 1.0D or more It was found that the side and top displacements in the 
tunnel can be obtained. 
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