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簡易粉じん測定器のトンネル建設現場での 
環境測定への適用に関する研究

掛　谷　幸士朗・林　　　久　資・進　士　正　人

トンネル建設現場では，浮遊粉じんがより少ない良好な施工環境の構築を目指し，多様な坑内換気シス
テムが提案されている。本研究では，トンネル坑内を多点かつ多頻度で粉じん濃度測定実施するため，一
般家庭用空気清浄機向けに開発された光散乱方式の粉じん濃度測定センサを改良し，小型で安価なトンネ
ル施工現場での観測機器を開発する。そして，模擬トンネル実験により坑内での測定器の適用性を検証す
る。この結果，改良されたトンネル粉じん簡易測定器は，トンネル建設時の粉じん測定に一般に用いられ
ているデジタル粉じん計とほぼ同等の測定結果を得ることができ，トンネル建設中に発生する高濃度の粉
じん測定が可能であることがわかった。
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1．はじめに

山岳トンネルの建設時に発生する浮遊粉じんには掘
削作業，ずり積み・ずり運搬作業などから発生する地
山発生起源の掘削粉じんや，コンクリートの吹付け作
業からの吹付けコンクリート粉じん，ダンプトラック
などの内燃機関エンジンから発生する排気粉じんなど
がある。これらの発生粉じんの多くは気管支の粘膜で
覆われた線毛に付着し，線毛運動により体外に排出さ
れる。しかし，5μm 程度以下の微小な粉じんは排出
されず肺胞内に滞留し，やがて肺胞を充填する。その
ため，場合によっては，じん肺症を引き起こす原因物
質と言われている。そこで，厚生労働省では「ずい道
等建設工事における粉じん対策に関するガイドライ
ン」を定め，管理者に対し，換気装置等による換気の
実施や，粉じん濃度の測定を義務づけている 1）。

現在のガイドラインに準拠したトンネル坑内の粉じ
ん濃度測定では，切羽から坑口に向かって 50 m 程度
離れた断面において半月以内ごとに 1 回，床上 50 cm
以上 150 cm 以下の水平な高さで，それぞれの側壁か
ら 1 m 以上離れた点および中央の各 3 点を指定され
た光散乱方式のデジタル粉じん計を用いて行うことと
されている。また，測定時間帯は，空気中の粉じん濃
度が高くなる粉じん作業について，当該作業が行われ
ている時間に実施することとされている。その際，粉
じん濃度目標レベル 3 mg/m3 を超えるか否かで環境
評価が行われる。

一方，トンネル建設時における換気設備としては，
従来は，図─ 1 のような強制換気システムの送気式
による拡散希釈方式が一般的な換気方式であった。し
かし，現在の換気方式には坑内集じん機の設置位置に
より送気式，排気式，送排気式を組み合わせた換気方
式もあり，換気方式は多様化している。つまり，トン
ネル坑内の高濃度粉じんの発生場所は換気方式によっ
て異なる可能性が生じてきつつある 2）。すなわち，現
在のトンネル施工では，換気方式の多様化が進んでい
るにもかかわらず換気効果を確認する観測位置は切羽
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図─ 1　代表的な坑内換気方式
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からの距離が固定されているため，トンネル建設中に
おける坑内の粉じん濃度測定箇所を多点かつ多頻度で
実施し，坑内の粉じんの濃度分布を把握することがで
きれば，効率の良い換気手法の選定や，換気装置の小
規模化ならびに運転時間の短縮となり，トンネル施工
時の省エネルギー化に寄与できる可能性もある 3）。

すでに，トンネル建設中の坑内粉じんを多点・多頻
度で測定する調査として， 労働者健康安全機構労働
安全衛生総合研究所は，粉じんの飛散状況を把握する
ために，デジタル粉じん計による多点定点および重機
内の粉じん測定や，個人サンプラーによる作業者の個
人暴露測定を実施している 4）。この調査では，デジタ
ル粉じん計による定点測定について，測定器のサイズ
では，設置できる場所が限られることから，測定点の
確保が困難であったとしている。個人サンプラーによ
る測定についても，安全上の問題や作業への負荷など
から装着してもらえない事例も報告されている。さら
に，デジタル粉じん計や個人サンプラーにより粉じん
濃度を正確に把握するためには，計測後の処理が必要
であり，簡易さが欠けることも課題として挙げられて
いる。著者らは，これまでトンネル建設現場での粉じ
んの簡易測定技術として，デジタルカメラを利用した
簡易粉じん測定法を提案しているが，それ以外にはみ
られない 5）。また，デジタル粉じん計は比較的高価で
あるため，わが国におけるトンネル建設現場すべてに
おいてデジタル粉じん計を用いた多点観測を行うこと
は現実的とは言いにくい。

そこで本研究では，トンネル建設中の坑内粉じんを
多点・多頻度で測定するために，一般家庭用空気清浄
機向けに開発された安価な光散乱方式の粉じん濃度測
定センサを用いて，トンネル建設現場において定点・
移動状態でもリアルタイムで粉じん濃度を「簡易」に
把握でき，「安価」で経済的負荷が小さくかつ作業者
の負荷の少ない「小型」の粉じん測定器を開発した。
そして，トンネル坑内での計測の可能性を模擬トンネ
ル実験により検証した。

2．トンネル粉じん簡易測定器の開発

この章では，家庭用空気清浄機などに用いられてい
る安価な光散乱方式のセンサについて簡単に述べ，セ
ンサを組み込んだトンネル粉じん簡易測定器（以下「簡
易測定器」と称す）の概要を説明する。写真─ 1 に
測定器の全体図，図─ 3 にセンサを組み込んだ簡易
測定器の構成を示す。

（1）簡易測定器の概要
現在トンネル建設工事で粉じん測定に使用されている

デジタル粉じん計は測定装置内に導入された大気に光
を照射した際の散乱光量から相対濃度を求める光散乱
方式が 6）用いられている。それに対して本研究で使用
する簡易測定器のセンサ（シャープ製 GP2Y1010AU0F）
も，同様の測定原理によるものである。センサは，受
光部と発光部から構成され，発光部から赤外発光ダイ
オードが検出領域に入った粒子に照射されることで浮
遊粉じんによる散乱光が生じ，この散乱光を受光部で
受光する。これにより，受光した光量に応じた電圧値
が出力される 7）。出力された電圧から，仕様書記載の
感度，またはキャリブレーションをすることで求めた
換算式で粉じん濃度を測定することができる。本セン
サは，主に一般家庭での花粉やほこりを検出すること
を想定し販売されているものですでに家庭用空気清浄
機などに広く採用されている。図─ 2 に示すように，
簡易測定器の構成は粉じんを感知するセンサ部，セン
サを制御するマイクロコントローラー部（Arduino），
全体の制御やデータの記録を行う小型 PC（Raspberry-
pi3 model B）の 3 つの部品で構成されている 8）。し
かしながら，センサは家庭での微量な粉じん（ホコリ）
の検知を目的としており，トンネル坑内で測定する必
要のある 3 mg/m3 前後の高濃度粉じんを測定するこ
とは難しい。そこで，センサの発光部から照射される
赤外発光ダイオードの光量を低下させることにより，
散乱する光の光量を減らし，簡易測定器の感度を下げ

写真─ 1　トンネル粉じん簡易測定器

図─ 2　トンネル粉じん簡易測定器の構成
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る改良を行った。光量の低下は，センサ発光部の電気
回路に抵抗を追加挿入することで行った。

3． 模擬トンネル実験施設におけるトンネル
粉じん簡易測定器の検証

本章では，開発した簡易測定器がトンネル坑内（実
現場）での計測に適したものか否かを模擬トンネル実
験により検証する。

（1）実験概要
模擬トンネル実験は，写真─ 2 に示す 労働者健

康安全機構労働安全衛生総合研究所，清瀬地区の中規
模室内トンネル施設を用いた。本施設は，実験施設に
農業用ビニールハウスを組み立て，高さ 1.9 m，幅
1.8 m，奥行き 27 m の空間を製作し「中規模室内トン
ネル施設」と称している。図─ 3 に中規模室内トン
ネル施設の平面図を示す。図からわかるように，閉鎖
空間内での大気中の粉じん量の変化を調べるために，
中規模室内トンネル施設のうち切羽面に見立てた前方
の 3.3 m をビニールシートで閉鎖し，実験を行った。
粉じん計測地点は，トンネル奥行きおよび幅の中間地

点の奥行き 1.7 m 地点，幅方向で中央に設置し，高さ
は 0.5 m とした。

実験装置は写真─ 3 のように配置した。トンネル
建設時の坑内粉じん計測に一般に用いられる LD-5R
を検証機器として用い，本研究で開発した簡易測定器
によるトンネル坑内での粉じん測定が可能性を検証し
た。模擬粉じんには，AC ダスト（ISO12103-1，A2，
FINE）を用いた 9）。

粉じん発生装置は図─ 4 に示す装置を用いた。装
置は，模擬トンネル外部に設置し，シリンダー内の模
擬粉じんをピストンによって押出し，ブラシによって
シリンダー上部から押し出された粉じんを掻き出し，
コンプレッサーからの空気と混合した上で，トンネル
内部の切羽付近（高さ 1 m 地点）で噴出・分散させ
た（図─ 4）。実験は 2 回実施し，1 回目の実験（実
験 1）では簡易測定器の出力電圧から相対濃度を換算
するための換算式を導き，換算式によって求まった簡
易測定器の相対濃度と LD-5R の相対濃度から質量濃
度変換係数（K 値）によりそれぞれの質量濃度を算出
した。2 回目の実験（実験 2）では，実験 1 より粉じ

写真─ 2　中規模室内トンネル施設

図─ 3　中規模室内トンネル施設（平面図） 図─ 4　粉じん発生装置模式図

写真─ 3　測定器の配置状況
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ん噴出回数を増やすと同時に相対濃度換算式の汎用性
を検討した。なお，表─ 1 に示すように，質量濃度
変換係数（K 値）は各実験毎にローボリュームサンプ
ラーとの比較である重量分析法によって実験毎に求め
た。これは，粉じん発生装置による粉じん濃度のばら
つきを補正するためである。

（2）実験結果
（a）換算式の算出と測定結果の比較（実験 1）
簡易測定器によって計測された比例電圧から相対濃

度を換算するための換算式を導出する。導出にあたっ
ては，模擬トンネル内で粉じん発生装置により粉じん
を分散させ，得られた比例電圧と，併行測定で得られ
た LD-5R の相対濃度を関係づけることで行う。図─
5 にトンネル粉じん簡易測定器から得られた測定電圧
と LD-5R より得られた相対濃度の関係を示す。この
図より，両者に線形関係が見られることが分かり，式

（1）の換算式を得た。

y ＝ 107222x－909.37  （1）

ここで， y：LD-5R より得られた相対濃度（CPM）  
x：簡易測定器から得られた比例電圧（V）

次に，簡易測定器と，LD-5R との比較を行うために，
それぞれの測定器から時系列的に得られた相対濃度か
ら表─ 1 に示す K 値（0.0009）を用いて質量濃度に換
算した。図─6 に，質量濃度の時間経過の比較を示す。
この図から明らかなように，簡易測定器は，トンネル
坑内の粉じん濃度の基準値の 3 mg/m3 を超え，10 
mg/m3 まで実トンネルでの粉じん測定に用いられて
いる LD-5R とほぼ同様の測定結果を得ることができ
た。すなわち，開発した簡易測定器は，短期間であれ
ば，LD-5R とほぼ同等の性能を有することがわかる。

b）換算式の適応性の検討（実験 2）
次に，実験 1 の結果を用い図─ 5 より求めた式（2）

による換算式が他の実験においても適応できるか否か
を検討するために，粉じん量の吹出し回数を実験 1 よ
り増やした実験 2 を実施した。図─ 7 に，実験 2 で
得られた簡易測定器と，LD-5R のそれぞれの測定器
から得られた粉じんの質量濃度の時系列的変化の比較
図を示す。なお，先に述べたように，実験 2 では，実

験 1 と模擬トンネルの規模，使用した模擬粉じんは同
様であるものの，限られた時間内で粉じん発生装置か
らの粉じん吹出し量を多くするために，図─ 3 に示
すように集じん機（家庭用空気清浄機）を作動させ，

図─ 5　比例電圧と相対濃度との関係（実験 1）

図─ 6　それぞれの測定器の経時変化比較（実験 1）

図─ 7　それぞれの測定器の経時変化比較（実験 2）
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表─ 1　各実験の質量濃度変換係数（K値）

実験 1 実験 2
質量濃度変換係数
（mg/m3/CPM）

0.0009 0.0014
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模擬トンネル内に発生した粉じん濃度を早期に低減さ
せた。図─ 7 に実験結果を示す。この図からわかる
ように，中規模トンネル内に粉じんを発生させたタイ
ミングおよび集じん機により，粉じん濃度が低減され
る傾向は両計測器とも同様であるが，それぞれの計測
時期に得られた質量濃度は簡易測定器の方が高い値を
得た。これは，実験 1 に引き続き同様のセンサを使用
していることから，センサの内部機構に粉じんによる
汚れが付着し，センサ発光部からの光がその汚れに反
射し受光部で受光したため，実際の粉じん量よりも高
い濃度を示すことが原因のひとつと考えられる。比較
対象の LD-5R も 1 年以内ごとに 1 回，定期的に較正
する必要があるとされている 1）ことから，このよう
な問題は，開発した簡易測定器だけではなく，光散乱
方式の特性上から生じる共通の課題である。

そこで，図─ 7 で生じた濃度差はセンサ内部の汚
れに起因するものか確認するために，LD-5R から得
られた相対濃度と簡易測定器から得られた比例電圧を
図─ 8 にプロットした。その結果，図─ 5 から得ら
れた換算式よりも，プロットの傾きが小さくなること
がわかった。すなわち，同様の粉じん量でもセンサよ
り出力される電圧が高くなる結果を得たため，センサ
内部の汚れに起因して得られた粉じん濃度が高くなっ
たことが確かめられた。そこで，再度，図─ 8 に示
したすべてのプロットより得られた換算式を用いて，
簡易測定器から得られた電圧から粉じん濃度を算出し
た。この結果を，図─ 9 に示す。この図からわかる
ように LD-5R と簡易測定器の粉じん濃度はほぼ同様
の測定結果を示した。

4．おわりに

本研究では，トンネル建設現場における多様な換気
方法に対応した新しい粉じん測定システムの提案を目
的として，家庭用空気清浄機などに用いられている光
散乱方式のセンサを改良することにより安価で小型な
簡易測定器を開発し，その機器がトンネル坑内（実現
場）での測定に適したものか否かを模擬トンネル実験
により検証した。その結果を以下に述べる。

本研究により開発した簡易測定器は，トンネル坑内
の粉じん濃度の基準値の 3 mg/m3 を超え，実トンネ
ルでの粉じん計測に用いられている LD-5R とほぼ同
様の測定レンジである 10 mg/m3 までの測定結果を得
ることができた。

また，今後の課題として，簡易測定器での粉じんの
質量濃度は，1 回目の実験（実験 1）で簡易測定器が
相対濃度を換算するための換算式を導き，換算式に
よって求まった相対濃度と LD-5R の相対濃度から質
量濃度変換係数により質量濃度を算出している。ま
た，K 値を得るために，実験中に別途ローボリューム
サンプラーで浮遊粉じんを回収し，重量分析を行って
いる。そのため，この手法を実際のトンネル坑内粉じ
ん測定に適用しようとすると，トンネル施工現場にお
いて簡易測定器でリアルタイムで粉じん質量濃度を把
握することは難しい。したがって，トンネル施工場所
の違いにおける粉じんの K 値のばらつきについて検
証し，トンネル現場が異なっても同一の K 値を適用
することができるかの検討を今後実施していきたい。
また，早急に，開発した簡易測定器を用いた実現場に
おける多点測定についても検討していきたい。

 
図─ 8　比例電圧と相対濃度との関係（実験 2）

図─ 9　キャリブレーション結果
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