
第 15 回岩の力学国内シンポジウム 

講演論文概要集 
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第 15 回岩の力学国内シンポジウム タイムテーブル 

 

 

特別講演（45 分）：1 件 

基調講演（30 分）：2 件 

パネルディスカッション（45 分）：2 件 

口頭発表（15 分：発表 12 分+質疑応答 3 分）：102 件  

ポスター発表：24 件 

1 日目／1 月 14 日（木） 

会場 9:00-9:15 9:15-10:00 10:15-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 14:45-15:45 16:00-17:15 17:30-18:15 

第 1 会場 開会式 特別講演 
ダム・構造物

基礎 

昼食 

斜面 

ポスター 

セッション 

軟岩 
パネルディスカッション 

ILC 

第 2 会場   
放射性廃棄物

処分 
CCS 資源開発  

第 3 会場   岩盤動力学① 岩盤動力学② 透水・浸透  

 

2 日目／1 月 15 日（金） 
    

 
 

会場 9:00-11:00 11:15-11:45 11:45-12:15 12:15-13:15 13:15-15:15 15:30-16:15 16:30-17:00  

第 1 会場 トンネル① 基調講演① 基調講演② 

昼食 

トンネル② 

パネルディスカッション 

高レベル放射性 

廃棄物処分 
閉会式  

第 2 会場 解析   防災    

第 3 会場 地震   試験・計測    
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第 15 回岩の力学国内シンポジウム プログラム 

 
(1) 特別講演・基調講演 

◆『特別講演』／第 1 会場／1 月 14 日 9:15-10:00／司会：小山 倫史（関西大学） 

講演者：楠見 晴重（関西大学 教授） 

講演タイトル：京都 千年の地下水 

 

◆『基調講演①』／第 1 会場／1 月 15 日 11:15-11:45／司会：小山 倫史（関西大学） 

講演者：Prof. Jae-Joon Song (Seoul National University) 

講演タイトル：Effect of discontinuities on mine pillar stability 

 

◆『基調講演②』／第 1 会場／1 月 15 日 11:45-12:15／司会：小山 倫史（関西大学） 

講演者：Dr. Suseno Kramadibrata (CEO of PT. Bumi Resources Minerals Tbk., Vice President for Asia of 

ISRM) 

講演タイトル：Uncertainty in Rock Engineering with Particular Reference to Indonesia Mining Operation 

 

 

 

(2) パネルディスカッション 

◆『パネルディスカッション ILC－「東北 ILC 施設計画」の紹介と岩盤力学・工学的課題に関する

討議』／第 1 会場／1 月 14 日 17:30-18:15／司会：京谷 孝史（東北大学） 

 

講演者：佐貫 智行（東北大学大学院理学研究科物理学専攻 准教授） 

内容： 

 国際リニアコライダー（International Linear Collider; ILC）とは、時空の構造や宇宙誕生の謎の

解明を目指す次世代の国際共同利用研究施設である。その名の通り直線状の施設であり、長さは

20km を超える。ILC 施設は温度等の環境の変化や振動を嫌うため、良好な岩盤中に設置する。

ILC 施設を収めるために必要となる地下土木施設は、延長 20kmの直線トンネルのみならず、周

長 3km のレーストラック型トンネル、長さ 130m、幅 25m、高さ 40m の測定器用空洞、アクセ

ス用の斜坑・立坑などがある。今般、ILC を東北地方の北上山地に建設する場合の地下施設計画

をとりまとめ、「東北 ILC 施設計画」として公表した。 

 本セッションでは、ILC 計画、及び「東北 ILC 施設計画」の概要をご紹介し、岩盤力学・工学

に関連した技術的課題や検討項目について議論を行いたい。 

 なお，「東北 ILC 施設計画」は下記 URL において公開している．手元において討議に参加頂

ければ幸いである． 

 

東北 ILC 事業推進センター： https://tipdc.org/document/ 
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◆『原子力発電環境整備機構（NUMO）による特別セッション－放射性廃棄物の地層処分と岩盤力

学に期待する技術』／第 1 会場／1 月 15 日 15:30-16:15／司会：小山 倫史（関西大学） 

講演者：藤山 哲雄 氏（原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）技術部） 

内容： 

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）は，放射性廃棄物の地層処分の実施に向けた技術整備を

進めてきており，最新の科学的知見を踏まえて，地層処分の技術信頼性を提示した「包括的技術

報告書」を 2018 年に公表している。 

 

https://www.numo.or.jp/technology/technical_report/tr180203.html 

 

本特別セッションでは，地層処分における安全確保の考え方や，ＮＵＭＯが包括的技術報告書

で提示したわが国の地下深部に広く分布する三種類の検討対象母岩に関する地質環境モデル，

処分場の設計，安全評価の検討結果を提示し，現段階にて安全な地層処分を実現するための技術

的信頼性が確保されていることを示す。あわせて，事業の信頼性向上に向けて期待される岩盤力

学分野に関連する研究・技術開発テーマについて提示する。 

（１）地層処分事業の概要 

（２）安全な地層処分の実現性の見通し（ＮＵＭＯ包括的技術報告書から） 

（３）岩盤力学分野に関連する研究・技術開発テーマ 

（４）質疑応答 
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講演論文概要 
 

 

講演番号１ 

 

光ファイバを用いたライフサイクル性能評価のうちダム基礎処理工における岩盤挙動計測技術の開発 

黒川 紗季 1・小泉 悠 1・今井 道男 1・川端 淳一 1・升元 一彦 1・宮石 雅子 1 
1鹿島建設株式会社 技術研究所 

近年光ファイバによるセンシング技術が著しく発達しており，土木分野において多方面に適用さ

れている．特に分布型ひずみ計測技術においては高精度かつ高密度な計測手法が開発されており，

施工管理における品質管理や，光ファイバの特長のひとつである長期耐久性を活かした維持管理段

階での活用が期待されている．一例としてダム工事では，基礎処理工における岩盤挙動のモニタリ

ングから，完成時の漏水に関するモニタリング，さらには維持管理として継続的に止水機能が低下

していないことの確認などに活用できることが挙げられる．そこで筆者らは，光ファイバセンシン

グ技術のダム工事への適用を検証するため，施工段階の品質管理について，基礎処理工における新

たな岩盤挙動計測技術の開発に着手した．注入孔を模擬した室内試験および実現場での適用試験か

ら，注入による岩盤内の微小なひずみを精度よく検知できることが確認されたので，ここに報告す

る． 

Key Words: dam foundation, grouting, fracture, crack opening, optical fiber, distributed strain sensing 

 

 

 

 

 

 

講演番号２ 

 

ダムの地震時挙動特性の統計および安全管理への活用 

柏柳 正之 1・大西 豪昭 1・早川 誠二 2・依田 昌宏 3 
1電源開発株式会社 技術開発部 茅ヶ崎研究所 
2有限会社湘南計測 
3株式会社 J-POWER ビジネスサービス 

本報告は，電源開発㈱が保有する水力発電所のダムにおいて，数 10 年間に蓄積された 4000 個以

上の地震記録の分析を行い，ダムの動的応答の特性を理解し，また安全性照査のための統計資料を

得ることを目的とする．ダムの天端および基礎間の応答の増幅率や伝達関数を分析し，応答倍率お

よび卓越振動数に影響を与える要因を考察した．これらはダム形式ごとに，ダムの規模は異なって

も，共通する特徴を示した．統計的特性に基づき，数値解析により現時点でのダムの動的物性が評

価され，ダムの安全性照査に有用である．さらに，統計的特性を管理図としてまとめ，これを今後発

生する地震におけるダムの安全性検証に用いる方法を考察した． 

Key Words: dam, behavior during earthquakes, dynamic properties, statistics, safety management times 
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講演番号３ 
 

グラウトを含む岩石コアの X 線 CT 画像に対する機械学習による材料識別 

田川 千尋 1・中島 伸一郎 1・吉津 洋一 2・井関 宏崇 3・岸田 潔 4 

1山口大学大学院 創成科学研究科 
2株式会社ニュージェック 
3 関西電力株式会社 
4京都大学大学院 工学研究科 

本研究では，き裂にグラウト材が充填された岩石コアの X 線 CT 画像から，母岩，グラウト，空

隙の材料識別を機械学習によって自動識別を行う．X 線 CT は岩石試料内部の材質やき裂の分布を

非破壊的に観察する有効な手段であるが，構成材料間の CT 値が似通っている場合には材料識別が

難しい．自動識別で得られた識別結果は，識別の過程における教師データの与え方によって変化す

る．本論では，与えられた教師データから導かれた識別結果を比較して，最適な教師データの与え

方について検討した．結果として，教師データに学習させる手動識別の範囲が，範囲の大きさでは

なく，材料の境界部分や CT 値が混合している箇所に与えるなど多様性を重視しなければならない

ことがわかった． 

Key words: grouting, rock, X-ray CT, machine learning, automatic segmentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号４ 
 

ダム基礎処理工における岩盤内部の割れ目情報に基づく三次元品質管理システムの適用 

栗原 啓丞 1・升元 一彦 1・三好 貴子 1 

1鹿島建設株式会社 技術研究所 

 ダム基礎処理工における品質管理を行うにあたっては，岩盤内部の三次元的な透水性状を把握する

ことが重要となる．特に，岩盤内部の水の流れは割れ目を経由するため，透水性を有する割れ目の

分布状況やその連続性を評価することが求められる．そこで，筆者らは施工過程で得られる情報か

ら，岩盤透水性に関する情報を定量的に迅速かつ自動で抽出し，それらを施工情報とともに一元管

理するための三次元施工品質管理システムを開発し，現在稼働中の現場において，その適用性を確

認した． 

Key Words: dam foundation grouting, rock fracture, permeability, quality management system 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

講演番号５ 
 

重力式コンクリートダム基礎における弱層の形態を考慮したせん断強さ評価について 

井関 宏崇 1・村上 嘉謙 2・筒井 勝治 1・吉津 洋一 3・上田 広和 3 
1関西電力株式会社 水力事業本部 
2関西電力株式会社 土木建築室附 
3株式会社ニュージェック 

重力式ダムの基礎岩盤に存在する低角度弱層は，ダムのすべり安定性に極めて重大な影響を及ぼ

す．一方で，弱層の形態を考慮したせん断強さ評価事例は少なく，弱層の実態から乖離した安全側

の強度が設計値に採用されることは少なくない．しかし，ダム建設後の設計基準の見直しやダム再

開発に伴う作用荷重の変化を考慮し，実際の弱層がどの程度のせん断強さを有しているのか把握し

ておくことは重要である．本研究では，弱層の実態を反映した弱層せん断強さ評価に関する一手法

を示すことを目的に，大規模重力式ダムを事例として既往の研究で定義された弱層形態がせん断強

さに及ぼす影響を定量的に評価した． 

Key Words: weak layer, rock discontinuity, shear strength, gravity dam, dam foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号６ 
 

GPS 堤体変位観測結果にもとづく大型ロックフィルダムの長期変位挙動 

廣光 界登 1・中島 伸一郎 1・清水 則一 1・津田 守正 2・市川 滋己 2 

1山口大学大学院創成科学研究科 
2独立行政法人水資源機構総合技術センター 

徳山ダムでは堤体外部変位を GPS 変位計測システムにより自動連続計測している．本研究では 

14 年間の長期観測結果に基づき大型ロックフィルダムの変位挙動を報告する．本ダムの GPS 計測

では，センサ間の高低差に起因する対流圏遅延誤差や積雪の影響などの問題を処理して計測変位と

した．計測結果によれば，堤体変位は長期的に水平方向，鉛直方向ともにおおむね収束している．天

端の計測点で観測されている GPS による沈下量は，層別沈下計によるコアの沈下量とおおむね整

合する値を示した． 

Key Words: rock fill dam, external displacement, GPS, settlement meter, 
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講演番号７ 
 

時刻歴非線形解析と変形量評価による原子力発電所基礎地盤のフラジリティ評価 

澤田 昌孝 1・中島 正人 1・吉田 泰基 2・石丸 真 2 

1一般財団法人電力中央研究所 原子力リスク研究センター 
2一般財団法人電力中央研究所 地震工学領域 

原子力発電所の原子炉建屋基礎地盤の安定性は，地盤を弾性体と仮定し，破壊を考慮できない解

析に基づく安全率評価によって評価されている．しかし，この手法は地震後の地盤の残留変位を評

価できる手法ではない．著者らは地盤の破壊を考慮した解析（時刻歴非線形解析）による基礎地盤

の変形量評価により，構造物・機器のフラジリティ評価と一体となったリスク評価手法の構築を目

指している．本研究では，軟岩サイトを想定した仮想的な基礎地盤モデルを用いて，時刻歴非線形

解析により原子炉建屋の傾斜量を算出し，仮設定した傾斜のクライテリアに応じてフラジリティ曲

線を算出する流れを示す． 

Key Words: foundation, soft rock, fragility, time history response analysis, ground deformation 

 

 

 

 

 

 

講演番号８ 
 

大井川支流榛原川水系の斜面と土砂について：地質と岩盤の観点から 

藤井 幸泰 1・鈴木 志信 2・溝口 敦子 1・西 陽太郎 3・流川 遥平 3・内田 修平 1 

1名城大学 理工学部 社会基盤デザイン工学科 
2名城大学大学院 理工学研究科 社会基盤デザイン専攻 
3日本工営株式会社 名古屋支店 

 

日本一隆起が激しい赤石山脈に源流をもつ大井川は土砂供給量が多く，水系ダム群や下流域は長

年堆砂に悩まされている．大井川水系には四万十帯の白亜系の砂岩泥岩互層の斜面崩壊が多数存在

する．榛原川は大井川の支流の一つであり，上流域にゴボウ薙やホーキ薙といった砂岩泥岩互層の

大規模崩壊が認められる．榛原川流域はおよそ 24.1 km2の水域面積をもっている．このうち地質別

の面積を算出すると，混在岩が 60%で砂岩泥岩互層が 33％（その他 7％）である．しかし空中写真

判読した崩壊斜面の地質別面積は混在岩が 28%で砂岩泥岩互層が 69%（その他 3％）を示す．これ

は砂岩泥岩互層が層面すべりを起こしやすいことが原因と考えられる．また斜面から供給される土

砂は，20~150 mm 程度の礫と，砂あるいはシルトサイズの粒子で構成されて大井川との合流域等に

存在する．こちらは層状岩盤中に存在する 20~150 mm 程度の層厚を持つ砂岩層からの礫と，泥岩層

がスレーキング等で砕片化して砂以下の粒子として供給された結果と考えられる． 

Key Words: geographical information system, landslide, discontinuities, alternating beds of sandstone and 

Mudstone 
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講演番号９ 
 

個別要素解析による斜面崩壊土砂の運動と到達距離に関する研究 

田村 学 1・岩本 大祐 1・土田 章仁 1・西村 強 1・河野 勝宣 1 

1鳥取大学大学院 

斜面を流下する土砂の運動を簡易なモデル（例えば，質点の滑動モデル等）で表現し流下中の運動

エネルギーや到達域を推定することは，斜面防災における対策立案の一助になると考えられる．土

砂を表現する剛な要素の集合体が，一様勾配斜面と水平面を連結した面上を流下そして堆積する過

程を二次元個別要素解析（DEM）により求めた．この解析の目的は，流下中の並進運動・回転運動

によるエネルギーの変化を求めること，剛体要素群の重心位置を追跡することであり，特に一様勾

配斜面と水平面が連結する勾配急変点付近での変化を出力することである．勾配急変点では運動エ

ネルギーの急減が予想されるが，この時の重心の軌跡に注目する必要があり，重心位置の遷緩点付

近の軌跡を円弧として表現する試みを示した． 

Key Words: debris flow, dry granular flow, distinct element method, run-out 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１０ 
 

EXCAVATION ANALYSIS ON A LARGE-SCALE SLOPE COMPOSED OF MUDSTONE AND TUFF 

BRECCIA WITH FOLDED GEOLOGICAL STRUCTURE 

Kaixuan YUAN1・Yusuke MIYAZAKI1・Taichi ISOTANI3・Tomihiko OHISHI4・Kiyoshi KISHIDA1 

1Kyoto University Department of Urban Management 
2Kansai Electric Power 
3KANSO CO.,LTD. 

Ohishi and Terakawa (2019) studied the geological structure of a slope composed of mudstone and tuff 

breccia with X-ray scanning in Rajamandala. While the stratum was initially stratified, former study shows that 

the slope is formed by a folded stratum under stream erosion. Thus, this study is to reveal effect of such special 

structure on the deformation of slope during excavation by numerical analysis, which is conducted under two-

dimensional condition with finite difference method. According to the results, stratum with folded geological 

structure shows that stress focuses on the inflexion point and bottom of folded stratum after self-gravity analysis, 

which indicates that the elastoplastic mudstone layer and elastic tuff breccia layer can be seen as two different 

stress region. Compared with layered structure, the folded stratum showed the concentrated displacements on 

the superficial surface of slope. 

Key Words: Numerical analysis, Slope stability, Swelling, Excavation, Geological structure 

Geological structure 
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講演番号１１ 
 

GPS による急傾斜斜面の 3 次元変位の長期連続計測 

里 岳志 1・中島 伸一郎 1・清水 則一 1 

1山口大学大学院 創成科学研究科 

GPS によって高低差の大きい急傾斜斜面の変位計測を行う場合，受信電波に対する上空障害物や

対流圏遅延の影響により計測結果に大きな誤差が生じることが知られている．GPS を利用すると斜

面などの 3 次元変位を連続自動計測できるため，これらの誤差を低減し計測環境によらず，いつで

もどこでも精度の良い計測ができることが望まれる．筆者らは上空障害物や対流圏遅延に起因する

誤差の低減方法を提案し，GPS にとって計測環境が不利な条件においても精度の良い計測を実現し

ている．本研究では，長期的な変位計測が実施されている道路沿いの急傾斜長大斜面において，誤

差低減法を適用した事例を紹介し，その効果を確認する． 

Key Words : large steep slope, monitoring, GPS, three-dimentional displacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１２ 
 

急傾斜斜面の変位監視への時系列 DInSAR の適用について 

永崎 寛太 1・亀山 光雄 1・I Nyoman Sudi Parawata1・Putu Edi Yastika1・清水則一 1・中島伸一郎 1 

1山口大学大学院 創成科学研究科 

地盤の変位計測は，目的に応じて連続的，自動的，高精度，かつ経済的に実施することが求められ

ている．これまでの地盤計測では対象領域にセンサーを設置する必要があり，また，挙動はセンサ

ー設置点のみ計測される．一方，人工衛星搭載の SAR（合成開口レーダー）は広範囲にわたり，セ

ンサーを設置することなく地表の変位分布を得ることができる．一方，精度や傾斜地などへの工学

上の適用性については十分明らかではない．本研究は，SAR データを時系列的に解析する SBAS-

DInSAR を用いて，急傾斜でかつ対象領域が比較的狭い SAR としては厳しい計測環境における

DInSAR の適用性を調査する．解析の結果，対象斜面では時間空間とも比較的安定した解が得られ，

約 3 年間にわたる GPS による計測変位との差はおおむね 10mm程度であり，適用の可能性が示され

た．一方，対象斜面周辺の一部で変位が得られない領域もあり，今後，解の信頼性の判断と信頼のあ

る解を得るための工夫が必要である． 

Key Words: displacement monitoring, DInSAR, SBAS, GPS, steep slope 
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講演番号１３ 
 

An experimental and theoretical study on the stability a single prismatic rock block and a rock slope 

subjected to planar sliding under immersed condition 

Yuki MURAYAMA1, Nazlı TUNAR ÖZCAN2, Takashi ITO1, Ömer AYDAN1 

1Dept. of Civil Engineering, Faulty of Engineering, University of the Ryukyus, Japan 
2Dept. of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Hacettepe University, Turkey 

The stability of rock blocks and rock slopes under immersed condition is of great concern in relation to the 

failure within/adjacent the dam reservoirs, lakes and sea inlets. The failures may result in catastrophic tsunami-

like events as observed such as Vaiont Dam in Italy, 1963. In this study, the authors first investigate the stability 

conditions of prismatic rock-blocks under immersed conditions experimentally and theoretically. Then the 

stability of a rock slope subjected to planar sliding is considered and its stability is investigated experimentally 

and theoretically. The results of these experimental and theoretical studies are compared and their implications 

in Rock Mechanics and Rock Engineering are discussed. 

Key words: stability condition, rock block, planar sliding, dry, immersed, titling 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１４ 
 

海洋掘削による新第三紀堆積軟岩試料の三軸圧縮強度 

林 為人 1・中村 敏明 2・村田 澄彦 3 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2株式会社 ダイヤコンサルタント 
3京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 

和歌山県の紀伊半島沖において南海トラフ地震発生帯の統合的な理解を目指して，2007 年から

2019年まで地球深部探査船「ちきゅう」を用いて深海掘削プロジェクトNanTroSEIZEを行ってきた．

その地震発生帯である南海トラフ沈み込み帯の物理的特性を把握する一環として，それを構成して

いる地層の力学特性である圧縮強度を把握するために，掘削サイト C0006 と C0007 より，水深約

4000 m の海底からの海底下深度それぞれ 476 m と 393 m から採取した半遠洋性堆積軟岩コア試料を

用いて，圧密非排水三軸圧縮試験を行った．当該堆積軟岩は，新第三系鮮新統のシルト岩で，有効間

隙率が約 50％であった．この 2 サイトの試料を用いた三軸圧縮試験の結果，全応力による粘着力 ccu 

が 1.8～1.9 MPa，内部摩擦角 φcu が 15～17°，有効応力による粘着力 c’ が 1.6～2.2 MPa，内部摩擦

角 φ’ が 18～28°であった．また，これらの試料は明瞭なせん断面が認められ，脆性破壊のパターン

を呈した． 

Key Words: sedimentary soft rock, compressive strength, triaxial compression test, Nankai Trough subduction 

zone, ocean drilling 
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講演番号１５ 
 

新第三紀堆積軟岩の圧密異方性と地質構造 

神谷 奈々1・張 鋒 2・林 為人 1 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2名古屋工業大学大学院 工学研究科社会工学専攻 

圧密は一般に，堆積物の増加に伴う上載荷重の増加によって進行するが，天然の堆積岩では，褶

曲変形が進む場合もあるため，テクトニックな応力の影響も考慮する必要があると考えられる．そ

こで本研究では，圧密構造の異方性を検証するために房総半島に分布する泥質岩を用いて圧密試験

を行った．１つの試料から，堆積面に対して直行方向と平行方向を高さとする２種類の供試体を成

形した．円柱形の供試体を圧密リングに嵌め，定ひずみ速度で載荷し，圧密曲線から圧密降伏応力

を求めた．その結果，本試料における平行方向の圧密降伏応力は，直行方向と同程度，もしくはそれ

よりも大きくなった．また SEM を用いた微細組織の観察では，扁平な粘土鉱物がランダムに配置し

た様子や，せん断を示す構造と類似した，直線状の構造が確認された．本結果は，堆積面に平行方向

の圧密降伏応力が，褶曲形成時の強い圧縮およびせん断の影響を受けていることを示唆する． 

Key Words: consolidation test, sedimentary soft rock, consolidation yield stress, anisotropy, geological structure 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１６ 
 

大谷石の風化に伴う色調及び強度変化の関連性の検討 

依田 さやか 1・清木 隆文 2・飯村 淳 3 
1（株）富貴沢建設コンサルタンツ 
2宇都宮大学大学院 地域創生科学研究科 
3大谷石産業（株） 

大谷石は，栃木県宇都宮市北西部に位置する大谷地区で産出される軽石火山礫凝灰岩である．こ

れらは耐震，耐火性に優れ加工しやすく味のある自然な色合いを持つことで有名である.その一方で

風化の影響を受けやすく，それに伴い色調変化，強度低下，岩盤表面の剥離などが発生する．本研究

では，大谷石の風化に伴って起こる色調変化と強度の関係を分光測定と針貫入試験を通して確認す

る．また大谷石擁壁の笠石を観察することで黒色変化した事による強度変化の原因を調べる．特殊

カメラを用いて風化した大谷石を撮影し，画像処理による風化の特徴を分析する．さらに，暴露試

験を通して色調変化を防止する方法として防錆剤を用いた試験も行い，これらの結果から風化を制

御するための手順を検討した．その結果，大谷石の風化にともなう色調変化と表面の強度低下に関

して，調和的に負の相関を示すことなどを明らかにした． 

Key Words: Oya tuff, weathering, color tone change, surface strength, weathering prevention 
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講演番号１７ 
 

三回の一軸試験による岩盤の直交異方弾性の特定方法 

佐藤 晴海 1・富樫 陽太 2・菊本 統 3・谷 和夫 4・細田 光一 5・小川浩司 6 

1埼玉大学工学部建設工学科 
2埼玉大学大学院理工学研究科 
3横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 
4東京海洋大学学術研究院 
5応用地質株式会社技術本部 
6応用地質株式会社エネルギー事業部  

岩石の変形異方性は従来，方向を変えて採取した複数の岩石試料を用いて多数回の試験を行うこ

とで特定されてきたが，コストや手間の問題に加え，異方性の特定精度が低い問題があった．特に

岩石の変形挙動の記述に最も適切な直交異方弾性は，パラメータ数が非常に多く，従来方法では膨

大な数の試験の必要があり，特定が極めて困難だった．これに対し本研究は，円柱供試体を用いた

三回の一軸圧縮試験により直交異方弾性の三主軸方向と九つの弾性パラメータを特定するものであ

る．本方法は，従来方法に比べ格段に少ない試験数で直交異方弾性を特定できることに加え，従来

方法では特定不可能であった直交異方弾性の三主軸を特定できることが特徴である．田下凝灰岩を

用いて提案方法の実証実験を行なった結果，直交異方弾性の十二個のパラメータを正しく特定する

ことができた． 

Key Words: anisotropy, orthogonal anisotropy, elastic parameter, uniaxial compression test 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１８ 
 

膨潤による岩盤の軟化・劣化現象を考慮した構成則によるトンネルの安定性評価解析 

劉 暁東 1・山田 正太郎 1・京谷 孝史 1 

1東北大学大学院 工学研究科土木工学専攻 

本研究は，膨張性を有する粘土鉱物を含む岩盤中のトンネルなどの地中構造物が壊れるという現

象解明のための数値解析モデルを提案する．代表的な膨張性粘土鉱物のスメクタイトの吸水膨潤挙

動とそれに伴う岩盤強度の軟化及び剛性の劣化を表現する構成則として，修正カムクレイモデルに

損傷を考慮した新しいモデルを提案する．更に，このモデルに対して，数値解析の高精度かつ安定

的なリターンマッピングアルゴリズムを構築する．そして，岩盤の膨潤によるトンネルの変形挙動

の例題解析を通してモデルの妥当性・適用性を検討する． 

Key Words: swelling, tunnel, hypoelastic, damage, return mapping 
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講演番号１９ 
 

山岳トンネルにおける地山評価の機械学習の適用性 

北岡 貴文 1・増田 千胤 2・長谷川 信介 3・大津 宏康 4 

1関西大学 環境都市工学部 
2電源開発株式会社 水力発電部 
3応用地質株式会社 メンテナンス事業部 
4松江工業高等専門学校 

山岳トンネルの建設プロジェクトでは，事前調査における地山評価と実際の地山の状態の乖離に

より，施工時に建設コストが大幅に増加する事態が生じている．このため，事前調査における地山

評価の精度向上が求められている．本研究では，One-hot エンコーディングと呼ばれる処理を堆積岩

および火成岩のデータに対して実施し，3 種類の物性値と共に岩種情報を ANN に学習させた．その

結果，One-hot エンコーディングを適用したトンネルデータを教師データとして使用した場合には，

一致率に比較して整合率が向上することを示した． 

Key Words: mountain tunnel, artificial neural network, rock classification, geo risk 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号２０ 
 

インバートが設置されたトンネルに変状が生じた場合の覆工への影響に関する一考察 

持田 新太郎 1*・岡崎 泰幸 2・林 久資 1・進士 正人 1 

1 山口大学大学院 創成科学研究科 

2 松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 

山岳トンネルの盤ぶくれに対する既往の研究では，トンネルにおける鉄道車両等の走行の安全性

を確保するために，盤ぶくれの対策工やインバート形状の違いによる変状の抑制効果について検討

を行っているが，共通してトンネル施工後またはインバート改築後に設置したインバートに盤ぶく

れによる膨張圧が作用したときのインバートおよびトンネル構造物に与える影響については検証さ

れていない．そこで，本研究では，トンネル新設時にインバートを設置した場合，またはインバート

改築後に盤ぶくれが継続した際のインバートおよびトンネル支保工に及ぼす影響について，数値解

析手法を用いて検討した． 

Key Words: NATM, maintenance, invert, lining, deformed tunnel, numerical analysis 
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講演番号２１ 
 

トンネル坑内探査システムの効率化と汎用化 

𠮷河 秀郞 1・青野 泰久 1・淡路 動太 2・邊見 涼 2・アドザム アズマ 2・平野宏幸 3 

1清水建設（株）技術研究所 
2清水建設（株）土木技術本部 
3清水建設（株）九州支店土木部 滝室坂トンネル坂梨工区 

地質災害リスクを予測し，合理的に安全性を確保しながらトンネル掘削を進めるためには，削孔

検層，弾性波探査，先進ボーリングなどの組み合わせによる，それぞれの長所を活かした切羽前方

探査が望まれる．探査メニ ューは，地質境界面・亀裂・断層の走向傾斜などの地質状況，土被りの

大小・地山地質や周辺住宅環境（騒音，振動）による発破の可否，湧水状況などにより変化させる必

要があるため，汎用化への工夫が求められる．また，省人・省力化，生産性向上の観点から，探査か

ら成果の提示までシステム全体の効率化が重要である．本 論では，効率化に関して，油圧ブレーカ

による打撃振動を用いた切羽前方探査技術の無線化について述べる．また，探査データの解析・解

釈を容易にするための反射面の抽出や表現方法に関する解析ソフトの開発について述べる．技術の

汎用化に関しては，本論では弾性波探査の適用範囲拡張を指し，今まで一般的に難しいとされてい

た水平に近い地質境界や帯水層が問題となる現場での探査システム運用について述べる． 

Key Words: geological hazard risk, mountain tunnel, seismic reflection survey, Hydraulic rock-breaker, wireless 

design, efficiency and generalization 

 

 

 

 

 

講演番号２２ 
 

土被りの大きい堆積岩地山における山岳トンネル掘削時の変位計測とその評価 

佐藤 岳史 1・寺尾 陽明 1・中原 史晴 2・青木 智幸 2・岸田 潔 3 

1東海旅客鉄道株式会社 
2大成建設株式会社 
3京都大学大学院教授 工学研究科都市社会工学専攻 

トンネル掘削時の変位計測は，切羽近傍地山状況の評価や予測のための有益な情報を提供する．

赤石山脈の堆積岩地山を掘削する広河原斜坑では，密な変位計測を実施しており，結果を大きく二

つの目的で活用している．一つは，切羽開放後の初期段階で最終変位を予測すること，もう一つは，

変形の傾向から切羽周辺の，異方性を含む地山性状を把握することである．本研究では，事前の地

山情報取得に限界のある土被りの大きいトンネルに対し，計測から挙動予測や地質岩盤性状の情報

を得ることの重要性を示す． 

Key Words: tunnel displacement monitoring, high overburden, initial and final displacement, anisotropic 

behavior 
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講演番号２３ 
 

断層に近接する小断面導水路トンネルにおける掘削発破を用いた切羽前方探査の適用 

田中 裕 1・岩崎 実 2・中 大輔 1・中谷 匡志 3・山本 浩之 3・籾山 雅彦 4 

1関西電力株式会社 水力事業本部 水力エンジニアリングセンター 
2関西電力株式会社 水力事業本部 庄川水力センター 
3安藤ハザマ 建設本部 土木技術統括部 
4安藤ハザマ 北陸支店 土木部 

関西電力（株）境川発電所加須良川引水設備新設工事は，加須良川から境川へ引水して既設境川

発電所の発生電力量を増加させるため，取水えん堰と導水路トンネルを構築するものである．導水

路トンネル掘削にあたっては，活断層が近接していることから，地山脆弱部での切羽崩落や大量湧

水等が懸念された．また地形が急峻で土被りが大きいことから，地山の調査精度向上を図るため，

地表からの事前調査に加え，トンネル全線での切羽前方探査が有効であると考えられた．近年，山

岳トンネルにおける地質調査の高精度化を図るため，起振エネルギーが大きいトンネル掘削発破を

活用した探査事例が多く報告されている．このような手法の一つである TFT 探査は，トンネル掘削

発破による反射法弾性波探査で，掘削施工サイクルに影響を与えることなく，切羽前方探査が可能

である．本稿では，本工事で適用した TFT 探査の概要について述べるとともに，探査結果と掘削時

の地山状況や変状事象と探査結果との関連性について報告する． 

Key Words: mountain tunnel, prediction ahead of tunnel face, blasting for excavation 

 

 

 

 

 

 

講演番号２４ 
 

れんが覆工トンネルの覆工内温度変化とそのシミュレーション 

秋元優太郎 1・浦越拓野 1・籠雅貴 2・近藤英治 2 

1公益財団法人鉄道総合技術研究所 
2東日本旅客鉄道株式会社 

れんが積みトンネルにおける凍害発生には，覆工内の温度変化の実態を把握する必要がある．そ

こで，覆工内の温度計測と温度解析を実施した．まず，れんが 3 層からなる覆工を削孔し，複数の

深度に熱電対を設置して冬季の温度計測を実施した．その結果，計測対象トンネルでは氷点下とな

るのは深度 10cm程度以内であることが示され，凍害が生じる深さはれんが 1 層目と考えられた．次

に，別途室内試験で同定した熱拡散率を用いて，1 次元熱伝導解析により覆工内温度変化の再現解析

を行い，凍害が生じうる回数に着目した検討を行った．その結果，熱拡散率と覆工表面の温度変化

パターンとの組み合わせにより，凍害への影響が異なることを指摘した． 

Key Words : Brick tunnel，Frost damage，Temperature change，Simulation，Tunnel lining 
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講演番号２５ 
 

崩壊の進行性を考慮した切羽前方土圧理論と実験的検証 

井口 翔太 1・富樫 陽太 2・長田 昌彦 2・川之上 諒 1 

1埼玉大学工学部建設工学科 
2埼玉大学大学院理工学研究科 

トンネル工事において切羽の安定性は最優先に検討すべき事項である．切羽の安定性評価には切

羽前方に作用する土圧の推定が必須であり，これまで多くの模型実験が行われその性質の理解が進

められてきた．一方，Terzaghi の緩み土圧を境界条件として与え一定のすべり領域を想定した極限

解析により切羽安定性を評価する例が非常に多いが，実際のすべり領域は常に一定ではなく切羽の

崩壊にともなって進行的に拡大する．この現象を考慮できている既往検討は少ない．そこで本研究

では，切羽崩壊の進行性を考慮した切羽前方の土圧理論を構築するとともに実験的検証を行った．

提案する土圧理論は極限平衡法の一種であり，中心が等しく半径の異なる二つの楕円ですべり線を

仮定し，円周方向の微小要素に対する釣り合い式から切羽方向の土圧に関する一階線形微分方程式

を導くものである．砂質地山を想定したトンネル引抜き実験を実施して提案する理論の妥当性を確

かめた． 

Key Words: tunnel, face pressure, progressive failure, tunnel pulling test 

 

 

 

 

 

 

講演番号２６ 
 

畳み込みニューラルネットワークを用いたトンネル切羽面の岩盤亀裂評価に対する適用性に関する研究 

榎並 大希 1・金子 元紀 1・西尾 彰宜 2・楠見 晴重 3 

1関西大学大学院 理工学研究科環境都市工学専攻 
2近畿建設協会 技術管理部 
3関西大学 

NATM 工法を対象とする山岳トンネルにおいて，切羽の岩判定は，トンネルの支保設計パターン

を決定する重要な項目の 1 つであるが，これを熟練技術者の目視に依存しているのが現状である．

しかし，近年熟練技術者は不足しており，将来トンネル施工に支障をきたすことが懸念されている．

この問題を解決するため，本研究では，深層学習の 1 種である畳み込みニューラルネットワーク

（CNN）を使用し，切羽面の岩盤亀裂に関する定量的評価を行った．具体的には，切羽の画像デー

タを学習用と検証用に分割し，切羽の画像データを入力，国土交通省によって定められた岩盤評価

を行う際の割れ目に関する評価項目の点数を出力とし CNN に学習させ，検証データで精度を確認し

た．これより，CNN に予測された評価点と実際熟練技術者によって判定された評価点の一致率は高

く，CNN はトンネル切羽の岩盤亀裂評価に適用性があることを明らかにした． 

Key Words : New Austrian Tunneling Method，Rock mass rating，Convolutional Newral Network 
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講演番号２７ 

 

穿孔データを活用したトンネル掘削解析手法 

相緒 春菜 1・福島 大介 1・秋山 崇裕 1・村上 和哉 1・北村 義宜 1 

1鹿島建設株式会社 土木設計本部 地下空間設計部 トンネルグループ 

山岳トンネルの掘削工事では，コンピュータジャンボの削孔により収集される穿孔データを地山

の評価に活用する取り組みが進められている．穿孔データから求まる破壊エネルギー係数を三次元

データに拡張することで，切羽前方地山の硬軟を予測することができる．この予測結果をトンネル

の掘削挙動の把握や支保の健全性を評価するために実施する FEM 解析のモデル化に取り込むこと

で，より現実に則したトンネル掘削挙動の再現が期待できる．本稿では，岩盤の硬軟分布を反映す

ることの重要性を明らかにするために実際のトンネルを対象とした穿孔データを用いた解析事例を

報告する． 

Key Words : computerized tunnel boomer，rock hardness distribution，excavation analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号２８ 

 

切羽定量評価結果に基づく最適鏡吹付け厚の決定技術の開発 

宮嶋 保幸 1・福島 大介 2・西澤 勇祐 1・山下 慧 1・戸邉 勇人 1 

1鹿島建設株式会社 技術研究所 
2鹿島建設株式会社 土木設計本部 

筆者らは，トンネル掘削工事における切羽の肌落ち事故の防止を目的として，切羽の地山状況と

鏡吹付け厚を考慮した切羽剥落危険度の評価についてロジスティック回帰を利用した検討を進めて

いる．これはコンピュータジャンボ穿孔データや切羽画像解析による風化と割れ目の定量評価及び

鏡吹付け厚をパラメータとして蓄積したデータから求めたロジスティック関数によって剥落確率を

予測するものである．本稿では，ここで得られたロジスティック関数を利用し，地山状況に応じた

鏡吹付け厚を決定する手法について，粘板岩と砂岩を主体とするトンネルを対象として検討した結

果を報告する． 

Key Words: rock falling, geological evaluation of tunnel face, machine learning, safety management 
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講演番号２９ 
 

先進ボーリングのカッティングスを利用したハイパースペクトルカメラによる切羽前方の岩種判定技術 

飛田 南斗 1・白鷺 卓 1・宮嶋 保幸 1・戸邉 勇人 1・升元 一彦 1・川村 洋平 2・大和田 済熙 3 

1鹿島建設（株）技術研究所（〒182-0036 東京都調布市飛田給 2-19-1） 
2秋田大学 大学院国際資源学研究科（〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町 1-1） 
3秋田大学 国際資源学部（〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町 1-1） 

山岳トンネル掘削工事において切羽前方の岩種を事前に把握することは，蛇紋岩のように要注意

とされる岩種が予測される場合において特に重要である．できるだけ早く要注意岩種の出現有無や

その位置を予測するには長尺ボーリングが実施されるが，コアではなくカッティングスしか取得で

きない場合，正しく岩種を判定するにはコストも時間も掛かる．今回，緑色岩 100%（緑 100），蛇紋

岩 100%（蛇 100），緑色岩 90%＋玄武岩 10%，緑色岩 90%＋蛇紋岩 10%の 4 種類のカッティングス

試料について，ハイパースペクトル（HS）カメラを用いて HS を取得し，CNN を用いた深層学習に

基づき岩種判定を試みた．緑 100 と蛇 100 の HS を入力とした場合の岩種判定の正答率は 99.40%，

全 4 種類の HS を入力とした場合の正答率は 73.10%であった．4 試料の判定では混在試料のラベリ

ングが不正確であったため，正答率が低下したと考えられる．一方，対象カッティングスが純粋な

緑色岩や蛇紋岩から成れば，地質専門家を介さず正しく岩種判定できるため，蛇紋岩に対する施工

最適化へ迅速にフィードバックできると考えている． 

Key Words: Advancing boring, Cuttings, Hyperspectral camera, Rock, Convolutional neural network 

(CNN) 

 

 

 

 

 

講演番号３０ 

 

画像解析による山岳トンネル切羽の割れ目間隔の定量評価技術と現場への適用 

戸邉 勇人 1・宮嶋 保幸 1・福島 大介 2 

1鹿島建設株式会社 技術研究所 
2鹿島建設株式会社 土木設計部 

山岳トンネル工事において合理的かつ安全な施工を実施するには，切羽の定量評価が重要である．

切羽評価には，岩盤の強度，風化変質程度，割れ目の走向傾斜，割れ目の間隔などの地質性状があ

り，コンピュータジャンボや画像解析を利用した切羽の定量評価技術の開発が進められている．こ

のうち，本研究では，画像解析技術を利用した割れ目間隔の定量評価技術の開発を目的として，切

羽を複数のメッシュに区分し，メッシュ内の割れ目の卓越方向に直交する方向に割れ目の本数を計

測することにより，割れ目の間隔を定量的に算出する手法を開発した．そして，この手法を用いて，

割れ目の配列条件を一定にした画像とともに，実際の切羽の画像の解析を実施した．その結果，こ

の手法が，割れ目間隔を定量的に計測できること，そして目視による割れ目の観察結果と整合的な

結果を示すことを確認した． 

Key Words: Tunneling, Tunnel Face, Image analysis, Crack, Quantitative evaluation 
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講演番号３１ 
 

断層破砕帯を有する長大山岳トンネルにおける近接施工 

楠山 永介 1・柏木 亮 1・中本 大悟 2・近藤 祐二 3 

1独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 敦賀鉄道建設所 
2（株）熊谷組 土木事業本部 トンネル技術部 
3熊谷・不動テトラ・梅林・轟 北陸新幹線、新北陸トンネル（大桐）特定建設工事共同企業体 

北陸新幹線，新北陸トンネル（大桐）の掘削においては，既往の調査より、柳ヶ瀬断層をはじめと

する断層破砕帯が存在する地山不良区間の掘削が予想されるなか，北陸自動車道敦賀トンネルと約

40m 程度の離隔で交差する箇所が存在した．このため，変化の激しい脆弱な地山状況の中，高速道

路トンネルに対しての影響を最小限に抑えた掘削を行うべく，入念な近接施工計画の策定と実施が

求められた．これを踏まえ，中尺コアボーリングとさぐり削孔の併用により断層破砕帯区間を安全

に掘削したほか，近接施工区間においては，補助工法を用いた対策計画の策定，FEM 解析による影

響予測，管理限界値の設定，高速道路トンネル内の各種計測等を行うとともに，切羽前方の地山状

況を先進調査ボーリング等により把握することで追加の補助工法を検討・採用し，近接する高速道

路トンネルに対して影響を与えることなく掘削工事を完了した． 

Key Words : mountain tunnel，fault fracture zone，close construction，supplementary method 

 

 

 

 

 

 

講演番号３２ 

 

ノンコアボーリング削孔時におけるトンネル切羽前方の弾性波探査技術 

三宅 由洋 1・岡崎 雄一 1・奥澤 康一 1・東芝 崇 2・佐藤 礼 3 

1株式会社大林組 
2日本基礎技術株式会社 
3株式会社日本地下探査 

TSWD は，ノンコア削孔時の打撃によって発生する振動をトンネル坑壁に設置した受振器で記録

し，掘削ビットから受振器までの地山の弾性波速度を連続的に解析する手法である．従来の TSWD

では，打撃振動の波形を取得するパイロットセンサがボーリングマシンに設置されているため，ロ

ッドの継ぎ目による多重反射で発生するノイズやボーリングマシン自体の振動によるノイズが含ま

れるという問題があった．今回開発した新たな TSWD システムでは，パイロットセンサをドリルビ

ットの直近に設置することを可能にした．本 TSWD システムの有効性を検証するために現場実証実

験を実施した結果，ノイズの少ない相互相関記録が得られた．解析結果である P 波速度分布は，切

羽観察結果，削孔検層結果，およびトンネル坑内からの屈折法探査結果と比較的よく一致していた． 

Key Words: Tunnel Seismic While Drilling, seismic prediction, water hammer, mountain tunnel, prediction 

ahead of tunnel face 
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講演番号３３ 
 

坑内変位計測結果を活用した切羽前方地山予測手法の適用可能範囲 

坂井 一雄 1・岸田 潔 2 

1大成建設株式会社 技術センター 
2京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 

山岳トンネルの安全かつ経済的な施工には，切羽前方の地山状況を精度よく予測する事が必要不

可欠である．この目的で施工管理の一環として実施される坑内変位計測結果のうち，トンネル横断

面内の変位にトンネル軸方向変位を加味して評価することにより，掘削中の地山に対する切羽前方

地山の硬軟変化を予測する手法が提案されている．しかし，坑内変位計測に使われるトータルステ

ーションの計測精度や，手動の測量作業を伴うことによる実用上の計測頻度や計測間隔の制約が課

題となることが指摘されている．そこで，本研究では，掘削している地山と切羽前方地山の剛性の

組み合わせ，および土被りを変化させた感度解析を実施し，その結果に対し計測精度等を加味する

ことにより，坑内変位計測結果を活用した切羽前方地山予測手法の適用可能範囲を明確にすること

を試みた．また，感度解析結果から地山変化を見逃さずに予測するために必要な計測断面間隔を設

定するノモグラムを作成した． 

Key Words: mountain tunneling, displacement monitoring, ground prediction method, numerical simulation 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号３４ 
 

補助工法の特性曲線上の効果に関する弾性解析による一考察 

前田 洸樹 1・佐々木 亨 1・日下 敦 1 

1国立開発研究法人 土木研究所 

山岳トンネル工法では，切羽安定対策等を目的として，不良地山，膨張性地山等に対し補助工法

が用いられることがあるが，補助工法がトンネル支保工の作用荷重に与える影響については未だ解

決されていないことが多い．トンネルの安定は，地山特性曲線と支保工特性曲線が交わった点で得

られるが，補助工法の採用によって，地山が改良されるなどにより，地山特性曲線や支保工特性曲

線が変わるのであれば，それらの交わる点が変わり，トンネル安定時の作用荷重も変わることとな

る．そこで，補助工法を採用した場合のトンネル掘削後の作用荷重の低減効果等を評価できれば，

今後のトンネル施工における支保選定の合理化につながると考えられる．本稿は，補助工法のうち

鏡ボルト工，先進導坑に着目して三次元線形弾性解析を実施し，補助工法の採用によるトンネル掘

削後の作用荷重の低減効果等を特性曲線法を用いて評価した結果を報告する． 

Key Words : mountain tunnel, auxiliary method, ground characteristic curve, face bolt, pilot tunnel method 
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講演番号３５ 

 

高レベル放射性廃棄物処分場の処分孔竪置き方式の坑道を有する模型を用いた遠心力載荷実験 

西本 壮志 1 

1（一財）電力中央研究所 地球工学研究所 

高レベル放射性廃棄物処分場周辺の再冠水期の長期挙動評価のために，遠心力模型実験を実施し

た．模型は 1/50 サイズで，岩盤供試体（堆積岩）に坑道および処分孔を穿孔し（竪置き式），それに

封入される廃棄体，緩衝材，埋戻し材一組から成る．遠心 50 G 場，地下 300 mの施設を想定し，有

効応力 3 MPa となるように，拘束圧（4 MPa）と間隙水圧（1 MPa）を与え，模型の下端面から間隙

水を注入，上端面に排出する排水条件下で，約 1 ヶ月の実験を行った．その結果，模型中の間隙水

の移動にともない，岩盤のひずみや廃棄体の鉛直変位が変化した．また，廃棄体の変位量は既往の

埋戻し材を考慮しない実験より数倍大きい値が計測された．加えて，緩衝材が埋戻し材へ大きく張

り出し（膨出）していることが確認された． 

Key Words: high-level radioactive waste disposal, near-field, centrifuge model test, Long-term behavior, 

thermal-hydraulic-mechanical interaction 

 

 

 

 

 

 

講演番号３６ 
 

海水中に保存した破壊した高強度高緻密コンクリートの透水係数 

前崎 智史 1・奈良 禎太 1・加藤 昌治 2・渋谷 和俊 3 

1京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 
2北海道大学大学院 工学研究院 
3株式会社 太平洋コンサルタント 

放射性廃棄物地層処分の対象となる TRU 廃棄物では人工バリアや天然バリアに吸着されにくい

核種の濃度が高い場合があるため，長期閉じ込め型の容器の開発が代替技術として進められている．

そこで，高強度高緻密コンクリート（HSULPC）を活用することが考えられている．HSULPC では，

水中環境下で亀裂の自己修復が生じることが知られているが，閉じ込め性（核種移行，透水性）への

影響は不明である．本研究では，巨視亀裂を導入し人工海水環境下で保存した HSULPC に対して変

水位透水試験を行い，カルシウム化合物の析出による亀裂修復が透水性へ影響があるか否かについ

て調べた．その結果，亀裂の修復が生じ透水係数が低下した．長期閉じ込め型のコンクリート容器

として HSULPC を地下に保存する場合，電解質濃度が高い地下水中では亀裂閉塞により閉じ込め性

能の低下が抑制されると思われる．ゆえに，HSULPC を用いた場合，亀裂の自己修復により，長期

閉じ込め型容器としての性能を維持できる可能性が指摘できる． 

Key Words: permeability, fracture, HSULPC, calcium, self-healing 
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講演番号３７ 
 

破壊した幌延泥岩の透水係数測定 

鎌田 健人 1・奈良 禎太 1・松井 裕哉 2・尾崎裕介 2 

1京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 
2国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

放射性廃棄物処分のようなプロジェクトを考える場合には，岩盤が有する物質の閉じ込め性能を

評価することが重要であり，それに関して，岩盤内のき裂が透水性に及ぼす影響を調べることが必

要不可欠である．しかし，き裂を含む泥岩の透水性の変化については未だ十分に研究されていない．

そこで本研究では，北海道幌延地域に分布する泥岩の円柱形供試体に巨視き裂を導入し，透水性へ

の影響を調べた．まず，圧裂引張試験によりき裂を導入した供試体に対して変水位透水試験を行い，

透水係数を測定した．その後，トランジェントパルス法により測定したインタクトな供試体の透水

係数と比較した．その結果，き裂導入により１オーダー程度の透水係数の上昇が確認された．本研

究の結果から得られた透水係数の上昇の程度は，花崗岩や玄武岩などを用いた先行研究と比較する

と小さい値であった． 

Key Words: permeability, mudstone, fracture, transient pulse method 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号３８ 
 

塩水条件下における花崗岩不連続面の透水特性評価 

大西 史記 1・安原 英明 1・木下 尚樹 1 

1愛媛大学大学院 理工学研究科 

高レベル放射性廃棄物における処分システムの安全性を評価するため，処分施設周辺岩盤の水理

学的特性を把握することは必要不可欠である．廃棄体輸送の観点から，処分施設は沿岸部での建設

が想定される.したがって，施設周辺岩盤の地下水には海水由来の塩分が含まれることが考えられる．

そこで，本研究では透過水として塩水を用いた連続透水試験を実施し，既往研究と比較することで

温度や透過水の違いが透水特性に与える影響を評価した．なお，透水試験には高温高圧三軸透水試

験機を用いることで，温度や拘束圧等の地下環境を再現した．透水試験後は，供試体の不連続面を

対象に SEM-EDX を用いた微視構造を観察し，透水特性変化の一因とされる NaCl 結晶を確認した．

さらに ICP 発光分光分析を用い，試験中に採取した透過水に含まれる物質濃度の経時変化を測定し

た． 

Key Words: granite, permeability, discontinuity, simulated seawater 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

講演番号３９ 
 

損傷モデルによる珪質泥岩を対象とした坑道掘削解析 

三嶌 星輝 1・緒方 奨 1・乾 徹 1・安原 英明 2・岸田 潔 3・青柳 和平 4 

1大阪大学大学院 工学研究科地球総合工学専攻 
2愛媛大学大学院 理工学研究科生産環境工学専攻 
3京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
4（国研）日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター 

高レベル放射性廃棄物地層処分施設の安全性を評価する上で，廃棄体処分坑道掘削時の天然バリ

ア中の亀裂発生挙動の把握が必要不可欠である．そのためには，結晶質岩及び堆積岩中の亀裂発生

挙動を数値解析により正確に記述する必要がある．そこで本研究では，損傷モデルを援用して亀裂

発生・進展挙動をシミュレートできる数値解析法を用いて，深度 350mの調査坑道で実施された珪質

泥岩への坑道掘削を模擬した数値解析を行い，実測された亀裂の発生範囲，破壊モード，坑道の内

空変位に対する解析結果の整合性を検証した．解析結果より，坑道周辺に引張による無数の亀裂発

生が確認された．この結果は，実測された破壊モードと整合していることが確認できた．さらに，坑

道の内空変位に関しても，解析値は実測値と比較して概ね妥当性のある結果を示した． 

Key Words: siliceous mudstone, damage model, tunnel excavation, fracture propagation 

 

 

 

 

 

講演番号４０ 

 

大気圧変動に対する飽和度低下による間隙空気圧変化の時系列解析 

長田 昌彦 1・竹村 貴人 2・五嶋 壮太 1・富樫 陽太 1・大沢 光司 1 
1埼玉大学大学院 理工学研究科 
2日本大学 文理学部 

トンネルを掘削すると，壁面近傍には掘削影響領域が形成される.．この掘削影響領域における浸

透特性の評価は，高レベル放射性廃棄物の地層処分における地下水シナリオを検討するうえで非常

に重要となる．スイス・モンテリ地下研究所には堆積岩の候補母岩であるオパリナスクレイが分布

し，その特性が詳細に調べられているが，この岩石はスレーキングが著しく原位置で水を使った浸

透特性の評価が困難である．そこで本研究では，原位置の掘削影響領域における浸透特性の過渡的

な変化傾向を調べることを目的として，トンネル壁面から異なる距離において，間隙空気圧および

温度・湿度を長期的に観測し，大気圧変動と比較することにより浸透特性を評価することを試みて

いる．本稿では，取得したデータの時系列解析を実施することにより，自然飽和から徐々に飽和度

が低下するのに伴う大気圧変動に対する間隙空気圧の位相のずれと振幅の減衰の様子を明らかにす

るとともに，数値解析的な検討によりその挙動が Katz et al.(1959) の式で表現しうることを確認し

た． 

Key Words: Opalinus Clay, pore air pressure, time series analysis, numerical simulation 
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講演番号４１ 
 

二重解放コア変形原理による地殻応力測定法のための特殊コアビットの開発と実証 

手塚和彦 1・小川浩司 2・横山幸也 3・船戸明雄 3・伊藤高敏 4 

1株式会社物理計測コンサルタント 
2応用地質株式会社 エネルギー事業部 
3公益財団法人深田地質研究所 
4国立大学法人東北大学流体科学研究所 

二重解放コア変形法は，二重コアリングと名付けた特殊な方法でコアに地殻応力情報を形状とし

て記録し，それを地表で読み取るという新しい方法である．コアリングによる応力解放でコアが楕

円状にわずかに膨張する性質を利用する．そこで，一度のコアリングで膨張前と後の断面形状を保

持するコアを採取するために，大小二つのコアビットを組み合わせた特殊ビット（二重コアビット

ツール）を考案した．地表に回収したコアを精密測定し，膨張前後の直径差の分布と方向から地殻

応力の大きさと向きを求めることができる．実際に HQ（φ98 mm）孔を想定した二重コアビットツ

ールを製作して試験を行い，想定通りのコアが得られることを確認した． 

Key Words : stress measurement, boring core, DCDA, dual core bits, stress relief, stress record coring 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号４２ 
 

CCS の社会受容性に関する考察 

鳥羽瀬 孝臣 1 

1電源開発株式会社 技術開発部 茅ヶ崎研究所 

2015 年のパリ協定を踏まえ，世界的な脱炭素化が加速する中，気候変動緩和策の一つとして，化

石燃料を用いて発電しながら CO2 排出を抑制できる CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）に期

待が寄せられている．CCS を社会実装するための主要課題として，貯留層の貯留性能評価とともに，

経済性を含めた社会受容性を向上させることが求められている．本稿では社会受容性に焦点を当て

る．既往の研究によれば，一般市民の多くは CCS のことをほとんど知らない．一方で，環境問題に

関心の高い人たちの一部は，CCS に対して懐疑的な態度を示している．そこで，リスクマネジメン

トの一環として，CCS に対して懐疑的な人々の指摘や疑問点を整理した上で，CCS の社会受容性向

上に向けた社会的合意形成に関する考察を行う． 

Key Words: Carbon dioxide Capture and Storage, Public Acceptance, Social consensus building, Risk 

management, Transparency 
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講演番号４３ 
 

太平洋と日本海の海底下地層の温度・圧力を想定した CO2 地中貯留における CO2 上昇圧 

池川 洋二郎 1・庄路 友紀子 1・鳥羽瀬 孝臣 1 

1電源開発（株） 技術開発部 茅ヶ崎研究所 

二酸化炭素（CO2）回収・貯留（CCS, Carbon Capture & Storage）における CO2貯留法のオプショ

ンとして，CO2ハイドレートによるセルフシーリングを利用する方法を検討している．この CO2ハ

イドレート貯留による貯留適地の選定において，CO2 に生じる浮力に基づく CO2上昇圧が，指標と

して利用できると考えられた．そこで，海水密度の状態方程式，及び CO2密度の状態方程式を利用

した CO2 上昇圧の計算法を示す．また，日本海沖，太平洋沖，沿岸を想定した計算例を示す．CO2

上昇圧は，温度が支配的で，温度が低い方が CO2上昇圧が小さくなる． 

Key Words: hydrate, carbon storage, natural analogue, temperature and pressure seal, below seafloor 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号４４ 
 

CO2 地中貯留における貯留容量評価 

重岡 優希 1・西山 治希・木野戸 広 1・鳥羽瀬 孝臣 2・中島 崇裕 3・薛 自求 3 

1株式会社 J-POWER ビジネスサービス 社会環境部 
2電源開発株式会社 技術開発部 茅ヶ崎研究所  
3公益財団法人地球環境産業技術研究機構 

2015 年のパリ協定を踏まえ，世界的な脱炭素化が加速する中，気候変動緩和策の一つとして，化

石燃料を用いて発電しながら CO2排出を抑制できる CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）に期

待が寄せられている．CCS を社会実装するためには CO2地中貯留のリスクマネジメントが必要であ

り，貯留層評価が重要な課題となっている．貯留層評価は，貯留層の圧入性能（injectivity）と貯留容

量（capacity）を評価することが求められる．本研究は解析的手法により貯留層の貯留容量を評価す

ることを目的とする．カナダ Quest CCS プロジェクトの貯留層を対象に，公開された地質情報等に

基づきヒストリーマッチングを行い，モニタリング結果と概ね整合する解析モデルを同定した．本

論文では，この解析モデルをベースに，圧入に伴う貯留層の圧力上昇に許容値を設け，その許容値

を超過しない範囲で最大貯留容量の評価を試みた結果を報告する（なお，本評価は，研究対象とし

て Quest の公開情報を利用したもので，事業者が行ったものではないことに留意されたい）． 

Key Words: Carbon dioxide Capture and Storage, Reservoir Simulation, Storage capacity evaluations, Injection 

Rate, Production Well 
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講演番号４５ 
 

べレア砂岩の葉理に対する CO2 透過の異方性に関する研究 

舟津 薫輝 1・三谷 泰浩 2・本田 博之 2・谷口 寿俊 3・北村 圭吾 4・八木 裕之 5 

1九州大学大学院工学府 建設システム工学専攻 
2九州大学大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター 
3九州大学大学院 工学研究院 社会基盤部門 
4九州大学大学院 工学研究院 地球資源システム工学部門 
5九州大学工学部 地球環境工学科 

CO2 回収・貯留技術において, 圧入した CO2 の透過挙動の把握は貯留性能や安全性を議論するう

えで重要となる．本研究では, 葉理に対して平行および垂直にコアリングした 2 種類のベレア砂岩

試験体に対し超臨界 CO2注入実験を実施する．実験では，試験体の上下端に生じる間隙水圧差, CO2

飽和度, および弾性波（P 波）の計測を行い, 葉理の違いが CO2透過挙動に与える影響について検討

する．その結果，葉理に対して平行な向きで注入された CO2 は試験体下部の高空隙領域を浸透する

一方で，葉理に対して垂直に注入された CO2 は葉理面に到達する以前に高空隙領域へ浸透すること

が明らかとなった．さらに産業用 X 線 CT で撮影した画像を用いて空隙分布モデルを作成しシミュ

レーションを行った結果，注入された CO2は葉理面に沿って浸透することを確認し，葉理による CO2

透過の異方性を定量的に明らかにすることができた． 

Key Words: CCS, Berea sandstone, Two-phase flow, Lamina, Invasion percolation 

 

 

 

 

講演番号４６ 
 

二酸化炭素地中貯留のための地質情報の不確実性を考慮した圧入井配置最適化 

宮城 充宏 1,2・山本 肇 1,2・秋本 洋平 3 
1大成建設株式会社 技術センター 
2二酸化炭素地中貯留技術研究組合 
3筑波大学 システム情報系 

二酸化炭素回収貯留(Carbon dioxide Capture and Storage : CCS)は，火力発電所等から排出される CO2

を回収し，地下深部の砂岩層などの貯留層に圧入井を通じて貯留する地球温暖化対策技術である．

商業規模の CCS では大量の CO2を地中に圧入するために，複数の大深度坑井が必要になる．そのよ

うな圧入井の配置設計にあたっては，貯留層の地質特性の不確実性を考慮しながら，合理的に決定

することが重要である．そこで本研究では，地質の不確実性を考慮する一つのアプローチとして，

不確実性を具現化した複数の地質モデルを用いた繰り返しシミュレーションにより，高い確率でよ

り性能の優れた（CO2の圧入量が多いなど）圧入井配置を見出す手法を開発した．例題として，仮想

的に作成した地質モデルに本手法を適用した結果，地質モデルの不確実性に依存しにくいロバスト

な圧入井配置を得る上で有用であることを確認したので報告する． 

Key Words: carbon dioxide capture and storage, well placement optimization, geological uncertainty, robust 

optimization, metaheuristic 
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講演番号４７ 
 

断層ダメージ領域内部における応力集中メカニズムの解明 

才ノ木敦士 1 

1熊本大学 国際先端科学技術研究機構 

高応力下における岩盤掘削によって，動的破壊現象が発生することは広く知られている．特に断

層が近傍に存在する場合，そのリスクが上昇することが明らかとなっている．本研究では，断層ダ

メージ領域内に存在するき裂ネットワークが，岩盤の初期応力分布に与える影響について，数値解

析を用いて検証した．解析手順として，断層ダメージ領域を想定し数百万本のき裂を三次元空間内

に生成し，解析領域を連続体として離散化した後に，等価弾性マトリックスを計算した．応力解析

の結果，き裂剛性が局所的な応力集中（応力の異常値）の発生に最も寄与することが示された．これ

は，不連続面にせん断変位が生じる断層近傍で応力異常値が発生する確率が高くなり，不連続面表

面が密に接している遠方においてはき裂が岩盤の応力分布に与える影響が小さくなることを示唆し

ている．この結果は，大深度地下鉱山における誘発地震観測結果とも定性的に一致している． 

Key Words: ultra-deep underground mining, induced seismicity, fault damage zone, crack tensor, anisotropic 

compliance matrix 

 

 

 

 

 

 

講演番号４８ 
 

キャリア物質（粒状体を含む粘性流動体）のレオロジー特性を考慮した海底鉱物資源の揚鉱速度の予測方

法の検討 

折田 清隆 1・谷 和夫 2・鈴木 亮彦 3・古庄 哲士 3 
1東京海洋大学 海洋科学技術研究科海洋資源環境学専攻 
2東京海洋大学 学術研究院海洋資源エネルギー学部門 
3（株）不動テトラ 地盤事業本部 

著者らは，粗粒かつ高密度の海底鉱物資源を海面まで効率的に揚鉱するために，キャリア物質（粒

状体を含む粘性流動体，Carrier Material，CM）を閉鎖管路内で循環させる方式を提案した．そして，

小型模型を用いた揚鉱実験により，CM を用いた際には水を用いた既存の方法よりもはるかに小さ

な流速で鉱石を揚鉱可能であることを確認した．しかし，揚鉱設備の設計や CM の選定には鉱石の

揚鉱速度の予測が必要であるが，その方法は確立していない．そこで沈降実験を実施し，CM 中での

様々な径・密度の鉱石モデル（Ore Model，OM）の沈降速度と CM から OM に作用する抗力の関係

から CM のレオロジー特性を推定した．次に，そのレオロジー特性と鉱石に働く力のつり合い条件

から OM の揚鉱速度を予測する方法を提案した．揚鉱実験の結果と比較したところ，CM が保持可

能な低密度の鉱石を用いた場合に，予測値と実測値が概ね一致した． 

Key Words: Deep sea mining, Ore lifting, Carrier material, Rheology, Non-separability 
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講演番号４９ 
 

Some thoughts on Rock Mechanics in Mars 

Ömer AYDAN1 

1University of the Ryukyus, Dept. of Civil Engineering 

There is recently an increasing interest to explore the ways to find out the characteristics of other planets and 

possibility of exploiting their mineral resources. The USA and Russia (former Union of Soviet Socialist 

Republics (USSR)) sent several spacecrafts to Moon, Venus and Mars and some of them landed on Moon, Venus 

and Mars. NASA released some images taken by Mars exploration rovers (MER) showed the striking 

similarities between rocks on Earth and those of Mars. One can easily notice layered rock masses, jointing, 

weathering effects and some toppling type rock slope stability problems. This study covers some thoughts of 

the author about the aspects of rock mechanics and rock engineering produced from the images sent to the earth 

from Mars exploration rovers and comparisons with those of the earth. The aspects specifically involve the 

stress state in the Mars, characteristics of rocks and their weathering, discontinuity formations, slope stability 

problems and natural caves. 

Keywords: Rock mechanics, Mars, slope, cave, weathering 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号５０ 
 

ホットディスク法による異なる岩種の熱物性の相違に関する評価 

佐野 暉 1・林 為人 1・村田 澄彦 2・澁谷 奨 1,3 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 
3株式会社地圏総合コンサルタント 四国支店 

地下における様々な現象を理解するために地層の熱物性は重要であるが，熱物性値を決める種々

の要因についての議論は十分に行われていない．そこで本研究では，シルト岩，礫岩，砂岩，火山礫

凝灰岩，安山岩，凝灰質礫岩の合わせて 6 種 40 個の岩石コアに対して熱伝導率，熱拡散率，体積比

熱，密度，有効間隙率の 5 物性の測定を行った．熱物性の測定には Hot Disk よる非定常面熱源法を

用い，完全水飽和状態と完全乾燥状態のそれぞれに対して各コア最大 18 回ずつ測定した．すべての

岩種において飽和状態，乾燥状態の熱伝導率と有効空隙率との間には負の相関関係がみられたが，

乾燥状態における測定と比較すると，飽和状態ではデータのばらつきが大きくなるという結果が得

られた．また，同程度の有効空隙率を有する異なる岩種の飽和状態での熱伝導率は，最大で 40％程

度の差が見られ，岩種に対する依存性が大きくなった． 

Key Words: thermal conductivity, hot disk, sandstone, siltstone, conglomerate, andesite, laplli tuff 
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講演番号５１ 
 

比抵抗を用いたベイズモデルによる地熱地域深部における高塩濃度流体分布の推定 

鶴木 智 1・石塚 師也 1・林 為人 1・山谷 祐介 2・梶原 竜哉 3・杉本 健 3・齋藤 遼一 3 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2産業技術総合研究所 
3地熱エンジニアリング株式会社  

超臨界地熱資源は資源としての有用性が期待されている一方で, 条件を満たす場所は地下深部で

あり, 岩石の空隙率や間隙水の塩濃度の分布について実測で得ることは困難である為, 先行研究な

どから得られる既知情報を適切に考慮して推定を行う必要がある. そこで本研究では, 広域的に得

られている比抵抗（電気伝導度の逆数）データと温度検層データを基に, ベイズモデルを用いて空隙

率と塩濃度分布の推定を行う手法を開発し, 岩手県葛根田地熱地域に適用した. 

まず，液相と固相の二相状態で成立する修正 Archie 式によって温度, 空隙率, 塩濃度の各変数と比

抵抗を関係づけることで，ベイズモデルを作成した. 次に作成したベイズモデルをマグネトテルリ

ク法で得られた比抵抗に適用し, 空隙率と塩濃度の推定を行った. 結果, 両者ともに, 解析範囲中央

部はその周囲よりも高い値を示していることが分かり, 深部に高塩濃度の流体が空隙にある可能性

をベイズ推定により指摘することができたと考えている. 

Key Words: Bayesian inferring, geothermal field, the Kakkonda geothermal field, porosity, salinity 

 

 

 

 

 

講演番号５２ 
 

既存き裂情報と岩石力学情報から推定する誘発地震活動 

椋平 祐輔 1・Martin Ziegler2・伊藤 高敏 1・浅沼 宏 3・Markus O. Häring4 
1東北大学 流体科学研究所 
2ETH Zurich, Department of Earth Sciences 
3国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 
4Häring Geo-Project  

注水工程を伴う地下資源開発において，注水とともに発生する誘発地震の事前発生リスクアセス

メントは環境影響低減のために重要であるが，地震統計学的知見に頼ることが多く，注水以前に実

際の地下物理データを用いて行えることは多くない．本研究では，坑内検層から得られた既存き裂

情報と，地殻応力情報を用いて，どれだけ誘発地震の発生挙動を予測できるかを検討する．実際に

は，物理検層によって得られた既存き裂の配向と，地殻応力情報から，各既存き裂のせん断応力等

の岩石力学的パラメータを推定し，どの程度の水圧上昇でせん断滑りが発生するか等の地震活動を

評価する．本研究で提案する試みは，実際の地熱開発時のフィールドデータを用いて検証する．こ

こでは，スイス，バーゼルの誘発微小地震のデータを用いて検証し，既存き裂から推定された微小

地震の発生確率密度関数は，実際に計測されたものと調和的な結果を示し，既存き裂情報のみから

事前に誘発地震活動を評価できる可能性を示唆した． 

Key Words: existing fracture, borehole logging, in-situ stress, stress analysis, induced seismicity, 
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講演番号５３ 
 

計測データに基づく切羽変位挙動予測のためのパラメータ推定に関する研究 

伊達 篤司 1・林 久資 1・進士 正人 1 

1山口大学大学院 創成科学研究科 

トンネルを安全かつ経済的に建設するためには，切羽の安定性を確保することは不可欠である．

切羽の変位挙動について現場計測を行った既往研究より，切羽の変位は経時的に変化することが確

認されていることから，時間の経過を考慮した数値解析を行う必要があると考えた．本研究では，

数値解析により切羽押出し量と経過時間の関係を確認し，切羽停止期間中に得られた切羽の変位挙

動に関する現場計測結果と比較した．ここで現場計測結果より，時間の経過とともに変位増加率が

減少していることから，一次クリープの段階を表現できる粘弾性モデルを採用した．その結果，本

解析手法を用いることで切羽押出し量の経時変化を再現できることがわかった．さらに，切羽の最

大せん断ひずみと経過時間の関係を確認し，限界せん断ひずみと比較することで，切羽安定性評価

を試みた． 

Key Words: tunnel face stability, viscoelasticity, three-elements voigt model, three-dimensional analysis 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号５４ 
 

鉱物分布・組成の不均質性を考慮した花崗岩の水圧破砕解析 

伊澤 正悟 1・緒方 奨 2・安原 英明 3・木下 尚樹 3・岸田 潔 1 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2大阪大学大学院 工学研究科地球総合工学専攻 
3愛媛大学大学院 理工学研究科生産環境工学専攻 

本研究では，岩石の水圧破砕に伴うき裂発生・進展メカニズムを解明するため，岩石が有する鉱

物分布による不均質性に着目した．実際には，鉱物分布と鉱物物性に基づき力学特性の不均質性を

考慮可能なき裂発生・進展解析モデルを用い，花崗岩を対象とした水圧破砕の数値実験を実施した．

供試体の水平断面を模擬した 2 次元のき裂発生・進展解析を実施し，既往の水圧破砕試験において

観察された，等方な応力状態における 2 本の直線的なき裂の発生・進展をシミュレートすることが

できた．解析結果を分析することで，花崗岩の水圧破砕に伴うき裂発生・進展において，鉱物組成の

ばらつきによる力学特性の不均質性が応力集中を発生させ，き裂発生に支配的影響を及ぼすことを

明らかにし，直線的なき裂が生じるメカニズムを精緻に解明することができた． 

Key Words: hydraulic fracturing, fracture evolution and propagation, granite, mineral distribution, 

numerical experiment 
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講演番号５５ 
 

円孔周辺の弾塑性解に基づく浅所トンネルの安定性評価 

小川 金時 1・西村 強 1・河野 勝宣 1・川畑 伸二 1 

1鳥取大学大学院 

本論前半部では，均質地盤，等方応力状態を仮定した上で，地盤はモールクーロン規準に従う材

料であり，空洞は円形として，弾塑性解に基づいて空洞保持のための最小内空圧を求める式を示し

ている．中心を空洞と同一にする円形の塑性領域が水平地表面を接線とする時を極限状態として，

最小内空圧を強度定数 c，φと空洞中心の深さ（地表面と空洞中心の距離）h の変化に対して計算例

を記載している．本論後半部では，水平地表面下の円形空洞の有限要素解析の結果を示す．この解

析では，円孔壁面に作用する半径方向応力を段階的に減少させて塑性域の進展そして静的安定状態

を求めている．地下浅所の問題でありながら，先述した弾塑性解は等方応力場とするなど多くの仮

定を導入している．例えば土被り圧条件下の解析などを実施して，解析解の適用範囲や条件等を検

討することが有限要素解析の目的である． 

Key Words: shallow tunnel, circular opening, elasto-plastic analysis, numerical simulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号５６ 
 

京阪神エリアの活断層周辺における地表変動の推定とその推移 

重光 勇太朗 1・石塚 師也 1・林 為人 1 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 

衛星 SAR を用いた活断層周辺の変位の検出は，地震被害の軽減や防災にむけた取り組みのための

有効性が指摘されているものの，日本で適用されているケースはまだ少ない．本研究では初めに，

2014 年 10月 5 日から 2019 年 9 月 15 日にかけて「だいち 2 号（ALOS-2）」と呼ばれる衛星で取得さ

れたデータを用い，PS 干渉 SAR 解析を行うことによって有馬‐高槻断層帯，生駒断層帯周辺におけ

る年間平均地表変動速度を推定した．次に GNSS の情報と比較し測定結果の妥当性検証を行った．

その結果，有馬‐高槻断層帯では断層北側において衛星に近づく方向に 40~50mm/year の変動が，生

駒断層帯では東西いずれにおいても山地に向かう方向の変動が推定された．また，GNSS との比較の

結果，両軌道において年間変動量の誤差が各々の地点で 5.0mm 以下であり，比較的良い一致を示す

結果となった． 

Key Words: PSInSAR, active faults, surface displacement, Arima Takatsuki Techtonic Line, Ikoma Fault Zone 
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講演番号５７ 
 

トンネル切羽面の凹凸を考慮した三次元数値解析モデルの作成とその基礎解析 

岡崎 泰幸 1・林 久資 2・津田 愉大 3・田村 大智 4・青木 宏一 5・進士 正人 2 

1松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 
2山口大学大学院 創成科学研究科 
3鹿島建設株式会社 九州支店 
4山口大学大学院 創成科学研究科 建設環境系専攻 
5株式会社熊谷組 

山岳工法によるトンネル施工では，掘削後に必ず切羽付近の地山が露出するため，岩石等が崩れ

落ちる「肌落ち」という現象が発生することがある．切羽付近には施工者が作業で接近するため，こ

の肌落ちにより労働災害が度々発生しているのが現状である．このような施工者の被災リスクを減

少させるためには，肌落ちが生じやすい箇所を定量的に評価していく必要がある．そこで，本研究

では，トンネル切羽における肌落ちが生じやすい箇所の条件を明らかにすることを目的 

とし，その第一歩として，切羽の写真測量結果からボクセル法によって切羽面の凹凸を考慮した三

次元数値解析モデルを作成した．そして，作成したモデルを用いて基礎的なトンネル掘削解析を行

い，切羽面の凹凸により肌落ちリスクが高まるかについて検討した．その結果，切羽面上部にオー

バーハング部が存在する場合，特に切羽面上部のオーバーハング部において肌落ちリスクが高まる

ことがわかった． 

Key Words: mountain tunneling method, tunnel face, simple photogrammetry, 3D numerical modeling, tunnel 

excavation analysis  

 

 

 

講演番号５８ 
 

上部に琉球石灰岩の有無が島尻層群泥岩内における超近接トンネルの変形挙動に与える影響の解析的

検討 

玉城道雄 1・伊東孝 2・藍檀オメル 3・渡嘉敷直彦 4 
1琉球大学大学院 理工学研究科環境建設工学専攻 
2琉球大学 工学部工学科社会基盤デザインコース 
3琉球大学 名誉教授 
4琉球大学 島嶼防災研究センター内 

琉球諸島には多孔質な琉球石灰岩が広く分布し，地殻変動や断層運動などによる亀裂も発達して

いる．一般的に，琉球石灰岩の下部に島尻層群が存在し，泥岩，シルト岩，凝灰岩と砂岩で構成され

ている．近年，沖縄県下でトンネル工事が増加し，その大半は島尻層群内に建設されている．しか

し，琉球石灰岩層が上部に存在している場合，その力学的な性質が土質地盤扱いとなるため，トン

ネルの変形挙動に与える影響が評価されない．そこで本研究では，離隔距離が近い超近接トンネル

を対象に，琉球石灰岩上部層の有無を考慮し岩盤として取り扱った場合，トンネルの変形挙動に与

える影響を有限要素法に基づき検討した．また，岩盤としての物性値の評価に際し，RMQR 岩盤分

類法および既存の評価手法などを利用して比較検討を行った．今まで得られた検討結果を紹介し，

その結果の意味合いについて工学的な立場から論じる． 

Key Words: twin tunnel, ryukyu limestone, shimaziri group mudstone, FEM, rock mass quality rating(RMQR) 
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講演番号５９ 
 

小土被りトンネルの下半掘削時に地下水が与える影響の数値解析的検討 

越山 峻資 1・磯谷 篤実 2・柏木 亮 2・岸田 潔 1 

1京都大学大学院工学研究科 
2鉄道・運輸機構 

小土被り未固結地山におけるトンネル掘削では，上下半分割掘削が広く用いられている．その中

で下半掘削中にトンネルが崩落した事例が報告され，原因の一つに地下水の影響が指摘されてたこ

とから，そのような状況におけるトンネル掘削中の地盤挙動を明らかにする必要があると考えた．

そこで本稿では，崩落したトンネルを対象に土-水連成の有効応力解析による掘削解析を行った．得

られた結果を応力や支保工荷重の分布から検討し，主に下半掘削中について，地盤や支保工の挙動，

およびそれらへの地下水挙動の影響について考察した． 

Key Words: tunnel, shallow overburden, coupling analysis, divided excavation 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号６０ 
 

Hoek & Brown の破壊規準を用いたクリープ解析 

中岡 健一 1・畑 浩二 1 

1株式会社大林組 技術研究所 

山岳トンネルにおける膨張性地山の挙動を予測するために筆者らが開発したクリープとひずみ軟

化を区別なく扱える数値モデルに，Hoek & Brown による破壊規準を適用した．まず，Hoek & Brown

の破壊規準に基づき，リラクゼーションによって応力の変化する方向と量を定式化した．次に，有

限差分法に組み込まれている Drucker – Prager の破壊規準を用いたクリープモデルから本研究で定式

化した数値モデルに置き換えた．その後，数通りの初期応力を持つ，一要素モデルの解析を行った

結果，応力緩和の方向はモデル構築のために設定した通り，Hoek & Brown の破壊規準に基づく降伏

曲面に垂直となっていることを確認した．最後に，仮定したトンネルの掘削解析を実施した結果，

天端沈下量において，一次～三次クリープの特徴的な挙動が評価された．また，せん断ひずみの高

い領域が帯状にトンネルの肩部から上方へと伸びる，ひずみ軟化する材料において特徴的に見られ

る挙動が評価された．以上から，ここで構築したクリープモデルは妥当に組み込まれており，トン

ネル掘削解析において安定して実行できると判断した． 

Key Words: creep model, Hoek & Brown failure criterion, FDM, numerical model 
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講演番号６１ 
 

独自開発の 2・3 次元 FDEM シミュレータの最近の適用事例および今度の展望 

福田 大祐 1・LIU HONGYUAN2・CHO SANG-HO3・児玉 淳一 1・藤井 義明 1 

1北海道大学 大学院工学研究院 環境循環システム部門（〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目） 
2University of Tasmania (Private Bag 65, Hobart, Tasmania, 7001, Australia) 
3Jeonbuk National University 

著者らは日本・韓国・豪州の国際共同研究プロジェクトとして，岩石・岩盤の複雑な破壊プロセス

解析が可能な 2・3 次元の Combined finite-discrete element method（FDEM）コードを独自開発してい

る． FDEM では，岩石・岩盤が呈する『連続的な変形過程』，『連続体～不連続体に至る微視き裂の

複雑な生成・連結・進展過程』，『巨視き裂表面を含む材料表面の複雑な接触過程』を高度にシミュレ

ートでき，準静的載荷問題から動的載荷問題まで，その用途は広範である．他方で，FDEM の計算

量は莫大となるが，汎用 GPU(Graphic Processing Unit)を用いた並列計算や諸々のアルゴリズム上の

工夫を開発中の FDEM コードに施し，ワークステーション一台で従来の逐次計算型の FDEM 比で，

1000 倍以上の高速化が可能である．本稿では，本 FDEM コードの適用事例を簡単に紹介するととも

に，今後の課題・展望を整理し，岩の力学分野への本コードの適用可能性について模索・議論するた

めの情報提供を目的とする． 

Key Words: Rock, Fracture, 2D/3D Combined finite-discrete method, Rock cutting, blasting, GPGPU  

 

 

 

 

 

 

講演番号６２ 
 

レーザーを用いた浮石の遠隔検知手法に関する原位置実験 

鈴木 健一郎 1・新村 亮 2・谷口 信博 2・奥澤 康一 1・倉橋 慎理 3・コチャエフ オレグ 3 
1株式会社大林組 技術本部 技術研究所 
2株式会社大林組 生産技術本部 
3公益財団法人レーザー技術総合研究所 

山岳トンネル切羽での肌落ち災害を防止する一つの方法として，コソクにおける確実な浮石除去

が挙げられる．コソク時のブレーカー等の打撃エネルギーを利用して，切羽岩盤の応答特性を遠隔

で計測するためにレーザーを用いることをブロック模擬実験で検証してきた．この研究では，実際

の岩盤斜面において，ブレーカーの打撃振動に対して近傍の岩盤がどのように応答するかを確認し 

た．砂岩頁岩で構成される砕石場の岩盤斜面において，予め，打音検査で健全性や浮き性を調べた

のち，ブレーカーで単発の振 動を与え，各々の点でレーザー振動計にて応答を計測した．打音検査

にて，浮石と判定された箇所では，比較的低い周波数で，長時間かけて減衰していく振動が確認さ

れた．このような波形の特徴が，検査した箇所の岩石が周囲と完全には接触しておらず，そこでの

削孔などの振動で肌落ちする危険性を潜在的に有しているものと判断される． 

Key Words: laser doppler vibrometer, skin failure, tunnel face, in-situ experiment, 
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講演番号６３ 
 

岩盤斜面の UAV 撮影写真に対する背景差分法による変状把握手法の検討 

日外 勝仁 1・山崎 秀策 1・倉橋 稔幸 1 

1土木研究所 寒地土木研究所 防災地質チーム 

道路防災点検において，毎年数多くの岩盤斜面で写真撮影とカルテ作成が行われている．しかし

ながら，地上から目視確認しづらい遷急線上位部や高比高部に対しては，全ての箇所でクライミン

グ調査を実施するには費用と手間が膨大となるため，近年簡易となった UAV による調査が増えてき

ている．そこで，筆者らは，UAV で空中撮影した 2 時期の岩盤斜面写真に背景差分法を用いて，岩

盤斜面の変状を漏れなく見つける方法を開発してきた．本稿では，UAV の撮影機材が比較前後で同

じ場合と違う場合に別けて，現地検証を行った．その結果以下のことが明らかとなった．前後で同

じ UAV で撮影可能な場合には，写真の構図のズレが 10％以内で撮影する必要があり，特に RTK 測

位対応の UAV の有効性が確認された．また，前後で異なった UAV で撮影する場合には，SfM 技術

で写真から構築した三次元地形モデルを活用し，地形に起因した歪みが生じないオルソ画像に正射

投影変換する必要があり，これらの調整後に背景差分を抽出することで，落石発生箇所等の岩盤斜

面の細かな変化の把握が可能となった． 

 Key Words: rock slope, uav, grasping changes, background subtraction method, orthophoto 

 

 

 

 

 

講演番号６４ 
 

国道沿い急崖地斜面の抽出・評価手法の検討 

村岡龍 1・三谷泰浩 2・谷口寿俊 3・本田博之 2・伊藤友希 4・大辻喜典 1 

1九州大学大学院工学府 建設システム工学専攻 
2九州大学工学研究院 附属アジア防災研究センター 
3九州大学工学研究院 社会基盤部門 
4九州大学工学部 地球環境工学科 

大分県の国道 210 号線には急峻な地形が数多く存在し，中にはオーバーハングしている斜面も見

られ，これまでに数多くの岩盤崩壊や落石などが発生している．特に急崖地の岩盤崩壊や落石は，

発生予測が困難であり，定量的な評価手法は確立されていない．そこで，本研究では危険な急崖地

を適切に把握する手法を検討し，道路維持管理のための支援システムについて検討する．具体的に

は GIS を用いて詳細な LP データと斜面単元を活用した急崖地の抽出方法を提案する．その結果，道

路防災点検のカルテから抽出した情報を属性情報として格納し，その特徴を分析することでカルテ

が存在しない道路沿い斜面も含め，国道 210 号線沿いの選定区間の斜面単元に対して危険性の高い

斜面を抽出することができた．また，使用する LP データの精度を比較することで，本手法の課題と

詳細な LP データの重要性を示した． 

Key Words: road disaster prevention, steep cliff, GIS, LP data, slope unit, disaster prevention record 
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講演番号６５ 
 

糸満ロータリー岩塊の安定性評価 

藍檀オメル 1，渡嘉敷直彦 1，伊東孝 1・比嘉優 2・井上英将 2 

1琉球大学工学部 
2南城技術開発 

糸満市で糸満ロータリーとして知られている地域で岩盤が露出し，オーバーハングしている部分

があり，地域整備の関係で安定性の評価が必要となった．本論文では，この岩塊の幾何学形状，地質

状況，岩盤としての評価とその安定性を検討し，不安定性の可能性を定量的に評価する．現場にお

ける亀裂およびボーリング調査を行い，母岩の物性値，不連続面の摩擦特性を実験から求めた．オ

ーバーハング岩塊に見られる主亀裂や幾何学形状に基づいて可能な破壊様式を推定し，それぞれに

関して安全率を求めた．重要な破壊様式の一つは楔破壊であり，その破壊モードはすべりあるいは

転倒破壊である．水平震度が 0.4 以上であるとするとどちらのモードでも不安定になる．また，オー

バーハングしている岩塊に曲げ破壊も考えられる．本論文で行った調査，実験および解析について

紹介し，その意味合いについて論じる． 

Key Words: Itoman Rotary, Overhanging, rock block, wedge sliding, wedge toppling, earthquake. 

 

 

 

 

 

講演番号６６ 
 

プラスチック光ファイバーを利用した地盤構造物のモニタリング事例 

井上 雅之 1・福井 悠太 1・増本 智紀 1・Hou Liang1・友重 勇気 2・米村 紳也 3・林 稔 4・芥川 真一
1 

1神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 

2JFE 商事テールワン㈱ 

3㈱マシノ 

4㈱演算工房 

本報では地盤に生じる多様な現象に関する有益な情報を入手するためにプラスチック光ファイバ

ー（Plastic Optic Fiber, 略称 POF）を有効利用したモニタリング事例を紹介する．POF はインターネ

ットで従来使用されているガラス製光ファイバーよりもハンドリングが容易で大容量通信を可能と

するために開発されたもので，地盤工学や土木工学分野におけるモニタリングに使用された例は少

ない．ここでは， POF を利用したセンシング技術によって任意地盤構造物の変状（変位，傾斜など）

検知，地盤内への水の侵入検知，地盤補強鋼材の腐食検知，トンネル覆工背面空洞の注入確認など

の分野で実施されたモニタリング事例を紹介し，さらにこの技術が効果的な画像処理技術との融合

によって地盤工学における新しいモニタリング技術の構築につながる可能性について言及する． 

Key Words: plastic optic fiber, corrosion, filling of cavity behind tunnel lining, image processing 
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講演番号６７ 
 

航空レーザ測量データを活用した斜面点検に適した微地形解析図面の作成 

﨑田 晃基 1・今西 将文 2・西山 哲 1 

1岡山大学大学院 環境生命科学研究科 
2株式会社ウエスコ 

斜面災害の対策には，斜面の状態を把握する調査から始まり机上調査や現地調査の結果に基づい

た対策を講じることで対応を行ってきた．現在は航空写真や防災カルテ等の資料を用い，危険個所

の抽出と現地調査を行っているが，これら図面の表現性能の問題により点検時の見落としが発生し

ている課題があった．そこで地形図の高度化を図り効率的に斜面調査を実施するため航空レーザ測

量と地形解析手法を用いた図面作成技術に着目し検証を行った．ウェーブレット解析と呼ばれる地

形解析手法を用い，凹凸表現に向いた地形図を作成する．現地調査との比較から図面の性能を検証

する．夏季・冬季の 2 度の航空レーザ測量から，計測時期が計測データや図面にどのような影響を

及ぼすのかを評価し，航空レーザ測量の利用やウェーブレット解析図の特性について述べる．最後

に，検証結果を通じ今後の航空レーザ測量や計測データの活用に関して議論する． 

Key Words: rockfall source, aerial laser survey, rockfall inventory, two-dimensional wavelet analysis 

 

 

 

 

 

 

講演番号６８ 
 

SAR データを活用した斜面モニタリングに関する基礎的検討―沖縄県中城村の斜面を事例としてー 

鹿瀬一希 1・岩田直樹 1・藍檀オメル 2・渡嘉敷直彦 2・伊東孝 2・清水則一 3 

1中電技術コンサルタント(株) 原子力プロジェクト室 
2琉球大学 工学部工学科社会基盤デザインコース 
3山口大学大学院 創成科学研究科 建設環境工学系専攻 

沖縄本島の中南部に位置する中城村を中心とした東向き斜面は，北南に約 4km 以上にわたって島

尻泥岩が広く分布しているため，地すべりが多発している．また，この斜面のほぼ全域が地すべり

危険箇所に指定されていることから，危険性のある箇所の早期発見，予防対策を行うためにモニタ

リングを行うことが重要である．近年，広範囲を天候に左右されることなく，変位が把握可能な SAR

データを活用したモニタリングが期待されている．一方，モニタリング手法としての実用化にはま

だ課題があり，広く活用されるまでに至っていない．そこで本検討では，地すべりが多発している

沖縄県中城村を中心とした東向き斜面を対象に，SAR データの観測方向や地表面における評価単位

（再生画像の解像度）などにより抽出される斜面変状箇所や変位量がどのように異なるのかを比較，

検討した． 

Key Words: InSAR, SBAS, time series analysis, ground surface deformation, slope monitoring 
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講演番号６９ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(1)－研究の取り組み方法と材料の

室内試験－ 

岡田 哲実 1・納谷 朋広 2・和仁 雅明 3・大塚 康範 4 

1一般財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所 
2株式会社 ダイヤコンサルタント 地質解析事業部 
3中部電力株式会社 原子力土建部 
4一般社団法人 日本応用地質学会  

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法

を用いて，崩壊する加振条件と崩壊形態の予測を実施する．本論文では，この研究の取り組み方法

を紹介した後，模型実験の解析に用いるパラメータを決定するために実施した各種室内試験の結果

を示す．室内試験は金属六角棒の単体および複数個の境界面を対象とした不連続面の試験と金属六

角棒を組み合わせて実施した疑似要素試験からなる．各試験で模型実験の解析を実施するために必

要な強度や動的変形特性等を得ることができた． 

Key Words: rock mass, discontinuity, mechanical property, dynamic characteristics, rock slope  

 

 

 

 

 

 

 

講演番号７０ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(2)－斜面模型の加振実験－ 

納谷 朋広 1・岡田 哲実 2 

1株式会社ダイヤコンサルタント 地質解析事業部 
2一般財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性岩

盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法を

用いて，崩壊する加振条件と崩壊形態の予測を実施する．本論文では，斜面模型の加振実験の内容

を報告する．2 つの斜面模型のサイズ，2 つの加振条件の計 4 種類の条件に対して，各 9 回の加振実

験を行った結果，斜面模型は 9 回の実験で全て同じ載荷ステップ（同加速度条件）で崩壊し，実験

結果には再現性があることがわかった．また，斜面模型の崩壊形態にも載荷条件により特徴がある

ことを把握することができた． 

Key Words: rock mass, discontinuity, rock slope, shaking table test, dynamic characteristics 
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講演番号７１ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(3)－極限平衡法による安定性評

価－ 

亀村勝美 

公益財団法人深田地質研究所 

本研究の目的は，不連続性岩盤の耐震性評価における課題を抽出し，その解決策を模索すること

にある．そこで金属六角棒を積み上げ不連続性岩盤斜面の模型を作成し，加振実験を行うとともに，

様々な解析手法（静的解析，FEM による動的解析，不連続体解析による動的解析など）を用いてそ

のシミュレーションを実施した．本論文では，材料の室内試験から静的解析で用いる不連続面の強

度特性を評価し，極限平衡法により安定性を検討した．その結果，模型斜面の安定性は，円弧すべり

や直線すべりではなく，積み上げられたブロックで構成されるブロック柱の転倒によって決まり，

その崩壊時の水平震度は 0.6 となった．しかしこの結果は加振試験結果と対応するものではなく，そ

の理由についてさらなる検討が必要である． 

Key Words: discontinuous rock mass, rock slope, stability evaluation, shaking table test, ultimate analysis 

 

 

 

 

 

 

講演番号７２ 

 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(4)－剛塑性有限要素法解析によ

る検討－ 

河村 精一 1・水野 和憲 2・大塚 悟 3 
1基礎地盤コンサルタンツ株式会社 
2岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 
3長岡技術科学大学 環境社会基盤工学専攻 

重要施設周辺の岩盤斜面の耐震設計では，動的解析から得られた応力状態を用いて，すべり安全

率評価が行われている．動的解析の方法は基本的には連続体力学に基づいているが，不連続性岩盤

の動的挙動については未だ不明な点が多い．そこで，不連続性岩盤の模型として，金属六角棒を積

み上げた斜面模型の加振実験を行い，様々な解析手法（静的・動的，連続体・不連続体）を用いてそ

のシミュレーションを実施することが行われている．本論文はその一環で，上界定理に基づく剛塑

性有限要素法解析を用い，加振実験に対して，地震慣性力を増大させていく極限荷重問題として静

的にシミュレーションを行った．入力物性は別途実施された金属六角棒の各種要素試験で得られた

強度特性を参考に設定した．そして，模型斜面実験結果との対比を通して，対象とする不連続体の

動的挙動を連続体の静的挙動としてマクロに表現する物性を，破壊モードの変化とともに考察した． 

Key Words: discontinuous rock slope, seismic design, rigid-plastic finite element method, model test, 

failure mode 
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講演番号７３ 

 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(5)－等価線形解析による評価－ 

清田 亮二 1・原田 雅也 1・東 圭太 1 

1中電技術コンサルタント株式会社 原子力プロジェクト室 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法

を用いて，破壊する加振条件と破壊形態の予測を実施する．本論文では，金属六角棒の集合体の要

素試験で得られたひずみに依存するせん断剛性および履歴減衰の非線形特性に対して，等価線形化

法を適用した 2 次元動的 FEM 解析による斜面模型の加振実験のシミュレーションを行った．解析に

より得られたせん断ひずみ分布，加速度応答やすべり安全率から，斜面模型の破壊形態を予測し，

加振実験の再現性および当手法の適用性や課題について考察を行った． 

Key Words: rock mass, discontinuity, dynamic characteristics, rock slope, equivalent-linear analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号７4 

 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(6)－非線形有限要素法による評

価－ 

鈴木 知晃 1・川村 稔也 1 
1株式会社アーク情報システム 計算技術開発部 

 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法

を用いて，崩壊する加振条件と崩壊形態の予測を実施する．本論文では，等価連続体解析の一つと

して実施した，有限要素法に基づく時刻歴非線形解析手法を用いたシミュレーション結果を示す．

微小ひずみから破壊ひずみまでの変形履歴を評価できるよう，せん断剛性と履歴減衰のひずみ依存

性，および破壊後の強度低下と応力再配分を考慮できる構成モデルを使用した．得られた応答値か

ら斜面崩壊に至る加振条件や崩壊モードを推測し，実験結果と比較するとともに，解析パラメータ

の設定法や本手法の適用性について考察した． 

Key Words: rock mass, discontinuity, mechanical property, dynamic characteristics, rock slope, finite element 

method, nonlinear time history dynamic analysis 
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講演番号７５ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(7)－複合降伏モデルによる評価－ 

岩田 直樹 1・松井 章弘 1・佐々木 猛 2・吉中 龍之進 3 

1中電技術コンサルタント(株) 原子力プロジェクト室 
2サンコーコンサルタント(株) 岩盤工学研究所 
3埼玉大学名誉教授 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法を

用いて崩壊する加振条件と崩壊形態の予測を行った．このうち本論文では，不連続面の変形特性の

拘束応力依存性や非線形性を考慮できる有限要素法による等価連続体解析の一種である複合降伏モ

デルを用いて検討した．不連続面の変形特性は，金属六角棒を複数噛み合わせた不連続面の一面せ

ん断試験結果より設定し，これを用いた動的 FEM 解析より得られる変位・加速度応答値やひずみ分

布から崩壊モードの予測を行い，実験結果との比較により解析手法の適用性や課題について考察し

た． 

Key Words: rock slope, discontinuity, Multiple Yield Model, dynamic response analysis, slope failure 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号７６ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価 (8)－2 次元円形 DEM による評

価－ 

吉田 泰基 1 
1一般財団法人電力中央研究所 地球工学研究所地震工学領域 

原子力発電所周辺の岩盤斜面の耐震設計では，動的解析から得られた応力状態を用いて，すべり

安全率評価が行われている．動的解析の方法は，基本的には連続体力学に基づいているが，不連続

性岩盤の動的挙動については未だ不明な点が多い．そこで，本研究では，不連続性岩盤の動的挙動

を明らかにするため，不連続性岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を

行うとともに，様々な解析手法（静的解析，FEM による動的解析，不連続体解析による動的解析な

ど）を用いてそのシミュレーションを実施することにした．本論文では，加振実験の 2 次元円形 

DEM による評価を実施した．今まで 2 次元円形 DEM を用いた検証事例はあるが，粒子サイズ・

初期配置の実現象との対応関係が不明瞭であることが多い．今回は粒子サイズ，初期配置が固定さ

れ，現実との解析モデルの対応関係が明確であり，他の解析パラメータの妥当性検証が可能となる

ため，それらの妥当性に着目して考察を行った． 

Key Words: rock mass, discontinuity, rock slope, distinct element method, validation 
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講演番号７７ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(９)－2 次元多角形 DEM による評

価－ 

河路 薫 1・曹 国強 1 
1伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 科学システム本部 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法

を用いて，破壊する加振条件と破壊形態の予測を実施する．本論文では，不連続性岩盤の動的挙動

を明らかにするため多角形 DEM による模型実験の再現解析を実施する．まず，解析に用いる各種パ

ラメータを決定するため，研究で実施された室内試験の結果と解析結果を比較してパラメータ調整

を実施した内容を示す．次に，ここで得られたパラメータを用いて金属六角棒を積み上げた斜面模

型加振実験の再現解析を実施し，加振実験の結果と比較することで手法の有効性や問題点等を整理

した． 

Key Words: distinct element code, jointed and blocky material, rock mass, discontinuity, mechanical property, 

dynamic characteristics, rock slope 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号７８ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(10)－不連続変形法の適用性に関

する検討－ 

馬 貴臣 1・長谷川 信介 1・清水 豊 1・正木 光一 1 
1応用地質株式会社 メンテナンス事業部 

地震時における不連続性岩盤斜面の安定性評価は従来から重要な課題である．特に原子力発電所

のような重要構造物周辺の岩盤斜面の耐震設計では，岩盤の不連続性を考慮した評価が必要である．

これまでには，不連続変形法などの手法が岩盤斜面の地震時耐震性検討に適用されるケースがある

が，解析に用いる物性値の設定方法並びに解析手法には未解決な課題であり，殆どの場合では定性

的な評価に止まっている．そこで，本研究では，不連続性岩盤の動的挙動を明らかにするため，不連

続性岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析

手法を用いてそのシミュレーションを実施することにした．本論文では，従来の不連続変形法に静

的解析と動的解析の組み合わせなどにより，不連続変形法による模型実験の数値解析を実施し，実

験結果を概ね再現し，今後の実務への適用に寄与すると期待する． 

Key Words: slope failure, slope stability, numerical analysis, DDA, earthquake 
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講演番号７９ 
 

不連続性岩盤を模擬した金属六角棒積層の斜面模型の動的挙動評価(11)－改良型不連続変形法による

予測解析－ 

橋本 涼太 1・小山 倫史 2 
1広島大学大学院 先進理工系科学研究科 
2関西大学 社会安全学部 

本研究では，不連続性岩盤の耐震性評価の課題を抽出し，その解決策を模索するため，不連続性

岩盤の模型として，金属六角棒を積み上げた斜面模型の加振実験を行うとともに，様々な解析手法

を用いて，崩壊する加振条件と崩壊形態の予測を実施する．本論文では，不連続体解析手法の一つ

である不連続変形法を元に筆者らが摩擦構成則の陰的積分アルゴリズムを導入した改良手法を用い

て，斜面模型加振実験の予測解析を行った．まず，解析中で使用されるパラメータの一覧を示した

上で，材料定数は事前に行われた力学試験結果に基づき設定し，数値計算上のパラメータはその意

味合いと設定根拠を示し，値を決定した．そして，決定したパラメータを用いて模型と同一寸法の

モデルを対象に加振解析を行い，解析結果を模型実験結果と比較することで，主に崩壊の有無や崩

壊形態，範囲の観点から手法の適用性や課題を検討した． 

Key Words: rock mass, discontinuity, discontinuous deformation analysis, shaking table test, rock slope 

 

 

 

 

 

講演番号８０ 

 

六角形のブロックで構成される岩盤斜面の動的安定性に関する実験および解析的検討 

藍檀 オメル 1・渡嘉敷 直彦 2・伊東 孝 3・村山 有祈 4 

1琉球大学 名誉教授 
2琉球大学島嶼防災研究センター 研究開発室 
3琉球大学 工学部 
4琉球大学大学院 建設工学専攻 

過去の地殻活動によって岩盤内に種々の多角形不連続面が散見される．多角形の多くは，柱状節

理に代表される六角形である．この形状は，火山岩である玄武岩，安山岩，流紋岩，溶結凝灰岩に多

く見られ，乾燥あるいは凍結過程で生じたいくつかの堆積岩にも見られる．本研究は，多角形の不

連続面から成る種々の岩盤を紹介し，六角ブロックから構成される岩盤斜面の動的安定性について，

斜面模型による動的載荷実験および極限平衡法による解析の両面から検討を行った．模型実験から

六角ブロックの配置パターンに支配される 2 つの破壊モードを検証するとともに，極限平衡法に基

づいた単独ブロックおよび六角ブロック斜面の安定条件を示した．この極限解析からモデル斜面の

不連続面の摩擦特性と配置パターンにおける動的破壊開始時の加速度を推定した．極限解析手法に

より推定された加速度は，模型実験による破壊開始時の加速度応答とほぼ一致することを確認した． 

Key Words: hexagonal blocks, extrusive rocks, shaking table tests, dynamic stability, limiting, equilibrium 

method 
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講演番号８１ 
 

3 次元有限要素法による 1984 年長野県西部地震の強震動シミュレーション 

岩田 直樹 1・清田 亮二 1・藍檀 オメル 2・董 勤喜 3 

1中電技術コンサルタント(株) 原子力プロジェクト室 
2琉球大学 工学部工学科社会基盤デザインコース 
3(株)エデュサイエンス総合研究所 

1984 年長野県西部地震は，長野県木曽郡王滝村直下を震源として発生したマグニチュード Mj =6.8

（Mw=6.2)の地震であり，震源の深さは 2km と浅かったが，断層は地表面に現れていない．この地

震により，王滝村一帯では複数の斜面崩壊が発生し，御嶽山では巨大斜面崩壊が発生し，土石流と

して約 12km下流まで流動した．また，震央近傍では多数の石の跳躍が確認されており，地震動の観

測記録は残っていないが，石の移動等から 2G を超える上下動が発生したものと推定される．そこで

本研究では，3 次元動的有限要素法により 1984 年長野県西部地震の断層をモデル化して強震動シミ

ュレーションを行い，震源近傍の上下動や，御嶽山など斜面崩壊について検討を行った．この結果，

一般的に採用されることが多い地表面を平坦としたモデルでは，震源近傍の強震動を再現できなか

ったが，地表面地形を考慮し，破壊後の応力低下時の限界すべり量を適切に設定することで石の跳

躍や斜面崩壊を評価できることが分かった． 

Key Words: fault rupture simulation, dynamic FEM analysis, strong motion, displaced boulders, landslide 

 

 

 

 

 

講演番号８２ 
 

風化岩石を対象とした水分移行特性改善効果の評価 

佐藤 晃 1・森 拓実 2・小畑 三千代 3・松下 由香里 3 

1 熊本大学 大学院先端科学研究部 

2 熊本大学 大学院自然科学教育部 

3 九州文化財研究所 

石造文化財は一般に屋外にあり風雨にさらされていることから，水，熱，空気，生物などの影響に

よる風化作用を受けて劣化し，摩滅，破壊が日々進行している．これまで筆者らは，石造文化財の保

護を目的として新たに Aquo-Siloxane 法を提案し，その保護効果を検討してきた．本研究では，主

に風化岩石を対象として本方法の効果について検証した．ここでは，現代，明治時代，江戸時代の 3 

つの時代ごとに採掘された天草下浦砂岩を用いて，風化の度合いによる Aquo-Siloxane 法の水分移

行抑制効果について検証を行った．具体的には，Aquo-Siloxane 法を適用した岩石試料と Aquo-

Siloxane 法を適用していない岩石試料について岩石中の水分移行抑制効果を一次元透水試験，およ

び X 線 CT 法を適用した吸水試験，撥水試験によって評価した．その結果，切り出した直後の風化

を受けていない岩石試料に比べ効果は劣るものの，風化岩石に対しても水分移行が抑制できること

がわかった． 

Key Words: Weathered rock, Absorption, Diffusion, X-ray CT, sandstone, Aquo-Siloxane Method 
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講演番号８３ 

 

各種粘土鉱物を充填した巨視き裂を含む岩質材料の透水性 

浅野 匡希 1・河野 勝宣 2・西村 強 2・奈良 禎太 3・加藤 昌治 4 

1鳥取大学 大学院持続性社会創生科学研究科 
2鳥取大学 学術研究院工学系部門  
3京都大学大学院工学研究科 
4北海道大学大学院工学研究科 

岩盤中のき裂には，多種多様な粘土鉱物が充填されている場合が多い．き裂の充填鉱物の種類や

その性状が異なれば，岩盤の透水性をはじめとする力学特性は大きく異なることが予想される． 

本研究では，巨視き裂に粘土鉱物を充填した岩質材料の透水性について実験的に検討した．試験に

供した岩石は，低透水性の花崗岩と高透水性の多孔質岩であり．それぞれ，インタクト，巨視き裂を

含む，巨視き裂に粘土鉱物を充填した供試体を 3 種作成した．粘土鉱物はよく産出される 10 種を用

いた．実験結果より，花崗岩の透水性は，割れ目の存在により上昇するものの，割れ目が粘土鉱物で

充填されることで低下し，さらに，その低下度合いは，粘土鉱物の種類によって異なると結論付け

た．また，粘土鉱物より透水係数が高い多孔質岩の場合，充填する粘土鉱物の種類に関わらず，透水

係数は岩石そのものの透水係数に依存することが明らかになった． 

Key Words: clay mineral, permeability, fracture, granite, porous stone 

 

 

 

 

 

 

講演番号８４ 

 

プロパントによる未固結砂層フラクチャー内の流動性保持に関する研究 

張 溶昌 1・伊藤 高敏 1・天満 則夫 2 
1東北大学流体科学研究所 
2産業総合技術研究所 

石油天然ガスの生産性を高めるために人工フラクチャーが良く用いられる．フラクチャーは，圧

縮応力の作用する地層を流体圧で押し広げることで形成された隙間である．よって，その流体圧を

取り除けば，フラクチャーが閉じて元の状態に戻ってしまうので流路として機能しなくなる．これ

を防ぐのがプロパントと呼ばれる粒子であり，フラクチャーの面と面の間に挟まることでフラクチ

ャーの閉合を妨げ，流体圧を下げても内部の流動性が保持される．この原理をメタンハイドレート

開発に利用することが考えられるが，対象が軟らかい未固結砂であり，従来対象としてきた硬岩と

は性状が大きく異なっているために，その効果は定かでない．そこで本研究では，未固結砂層フラ

クチャーに対するプロパントの効果を室内実験で調べた．その結果，封圧と流量が比較的小さい範

囲では,プロパントが問題なく機能することが明らかになった． 

Key words: methane hydrate, hydraulic fracturing, proppant, unconsolidated sands, laboratory experiment 
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講演番号８５ 
 

前方調査ボーリングの湧水測定技術「T-DrillPacker」の開発 

平塚 裕介 1・山本 肇 1・熊本 創 1・増岡 健太郎 1 

1大成建設株式会社 技術センター 

 山岳トンネル施工中における大量湧水の発生は，工事の安全ならびに工程・工費に重大な問題を引

き起こす．止水注入や水抜き孔設置などの湧水対策を的確に行うためには，切羽前方に存在する湧

水帯の位置や水量・水圧を事前に把握することが重要である．その方法としては，切羽から前方調

査ボーリングを実施して湧水帯の流量や水圧を測定することが有用である．しかし従来の方法では，

パッカー設置作業時に削孔管を引き抜く必要があり，孔壁崩壊のリスクや工程遅延などの問題から

実施が困難な場合が多かった．そこで筆者らは，切羽前方の湧水帯の流量や水圧を，削孔管を引き

抜くことなく，確実かつ迅速に測定する新たな技術「T-DrillPackerSM」を開発した．本技術はノンコ

ア削孔とコア削孔に対応しているが，本報では，コア削孔用のツールスを山岳トンネルの前方調査

ボーリングに適用し湧水帯の流量・水圧測定を行ったので，その結果について報告する． 

Key Words: mountain tunnel, advancing borehole, groundwater inflow, water pressure, packer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号８６ 
 

火砕岩類を地山とするトンネルでの漏水と湧水に関わる実効雨量の分析事例について 

岡﨑 健治 1・大日向 昭彦 1・倉橋 稔幸 1 
1国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 

トンネルの漏水はトンネル周辺の岩盤中の地下水量に応じて変化するため，降雨の履歴や規模，

季節変動等を考慮して，その点検を実施することが不可欠である．本稿では，トンネル壁面にみら

れる漏水面積の変化を暗視カメラにより連続的に撮影するとともに，同位置でトンネル背面の岩盤

に掘削した水平ボーリング孔からの湧水量を同時に測定し，測定期間中の実効雨量との相関を分析

した．その結果，漏水面積のピークは湧水よりも 5～7 日程度遅く発生した．また，漏水は半減期 21

日の実効雨量，湧水は半減期 35 日の実効雨量との相関が高く，降雨による地下水のピークが最大と

なる半減期の日数を目安として，岩盤内の湧水が多く，トンネル内での漏水の点検に適した時期を

推定することができた． 

Key Words: road tunnel, leakage water, night vision camera, road maintenance 
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講演番号８７ 
 

ON THE DEVELOPMENT AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF MULTIPLE FRACTURE REGIONS IN A 

BRITTLE SOLID 

Koji UENISHI1,2 and Kunihiro NAGASAWA2 

1Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo 
2Graduate School of Engineering, The University of Tokyo 

In a typical earthquake source model, only one single fracture (rupture) region expands quasi-statically or 

dynamically, serving as a seismic source. Even when multiple fracture regions exist simultaneously, the dynamic 

interaction between these multiple fracture regions has not been fully investigated. Here, through a series of 

laboratory dynamic photoelastic experiments utilizing a high-speed camera and a digital laser cutter together 

with finite difference numerical simulations, the local individual fracture behavior in a brittle solid with a large 

number of small-scale pre-existing parallel fracture regions is investigated. As a result, it is shown that a cluster 

of secondary and further fractures can be generated spatiotemporally remotely from the main fracture, possibly 

owing to the wave energy emitted by the main fracture. Furthermore, it is indicated that the fracture development 

in a multiply cracked brittle solid may differ considerably, depending on the inclination angle (dip angle) of the 

small-scale parallel fracture regions. 

Key Words: fracture jumping, fracture reactivation, wave-induced fracture, local motion, global behavior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号８８ 
 

マグニチュード 6 クラスの地震が発生するまでの地震挙動に関する基礎的研究 

甲村雄一 1 
1（株）竹中工務店 技術研究所 

岩石の一軸圧縮試験や一軸圧縮クリープ試験では，岩石が巨視的なせん断破壊に近づくにしたが

って AE(アコーステックエミッション)の発生量は増加する．地震は岩盤のせん断破壊の一種と考え

られる．本研究ではマグニチュード 6 クラスの地震が発生するまでの約 10 年間の地震挙動について

考察する．まず，観測エネルギー量を定義する．次に，マグニチュード 6 クラスの地震に近づくに

つれて観測エネルギー量は大きな値を示し，岩石の破壊直前の AE 発生量と類似した傾向を示すこ

とを述べる．また，この傾向に関して確率論による考察を行った結果を報告する． 

Key Words: magnitude 6, earthquake, observation energy, probability 
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講演番号８９ 
 

ON WAVE-CONTROLLED DYNAMIC DISINTEGRATION OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE 

STRUCTURES 

Kota WADA1, Koji UENISHI1, Hiroshi YAMACHI2 and Junichiro NAKAMORI2 

1Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo  
2Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.  

Based on the dynamics of waves and fracture, we have been developing the techniques for more precisely 

controlled disintegration of brittle solid materials such as rocks. This paper especially discusses the influence 

of the geometrical and loading conditions on the effective and efficient disintegration of composite structures, 

through dynamic fracture experiments in the field and three-dimensional finite difference numerical simulations. 

The results show that, as in the case of monolithic brittle solid materials, the development of dynamic fracture 

is governed by direct and reflected waves from energy sources even in composite structures. Furthermore, the 

results suggest that if the geometrical relation between the blast holes containing the energy sources and the 

steel bars in a composite structure is precisely taken into account, the wave propagation and final fracture pattern 

arising in the composite structure can be adequately controlled and, for instance, only the concrete slab can be 

fragmented without deforming the headed stud dowels in a steel-concrete composite structure consisting of a 

reinforced concrete slab on top of a steel girder and stud dowels. 

Key Words: controlled dynamic fracture, wave motion, fracture mechanism, finite difference method  

 

 

 

 

 

講演番号９０ 
 

来待砂岩の動的変形特性に及ぼす拘束圧の影響 

鴨志田 直人 1・齊藤 剛 2 

1岩手大学 理工学部システム創成工学科 
2岩手大学大学院 技術部理工学系技術部 

近年における地震動の巨大化や設計基準の見直しにより，岩盤を対象とする構造物の設計・施工・

保守管理・補修にあたっては，従来にも増して岩石・岩盤の動的特性を考慮した耐震性評価が要求

されている．しかし，岩石・岩盤の動的変形特性に関する報告は少ない．本研究では，岩石の動的変

形特性に及ぼす拘束圧の影響を明らかにするため，来待砂岩を供試岩石として繰返し三軸試験を試

みた．その結果，軸ひずみが増加するとヤング率比（正規化した等価ヤング率）は減少し，減衰定数

は増加するというひずみレベル依存性が確認できた．また，ヤング率比のひずみレベル依存性は，

擬弾性変形と弾塑性変形の範囲で異なった．このひずみレベル依存性に及ぼす拘束圧の影響は，弾

塑性変形するひずみレベルの範囲でのみ確認された．一方で，減衰定数のひずみレベル依存性には

拘束圧の影響は確認できなかった．せん断ひずみ−せん断剛性率比曲線と軸ひずみ−ヤング率比曲線，

せん断ひずみ−減衰定数曲線と軸ひずみ−減衰定数曲線は，脆性破壊直前または延性流動時の大ひず

みレベルを除いて一致した． 

Key Words: strain-level dependency, cyclic triaxial test, equivalent Young's modulus, equivalent shear modulus, 

damping ratio 
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講演番号９１ 
 

岩石摩擦強度と誘発地震の発生 

下田 晃嘉 1・山下 太 2・福山 英一 1,2・渡辺 俊 1・徐 世慶 2,3 

1京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 
2国立研究開発法人 防災科学技術研究所 
3南方科技大学 理学院 

水圧破砕法を用いて地下深くの岩盤に破砕流体を注入することで，誘発地震が発生する可能性が

ある．本研究では，岩石間にガウジを挿入した岩石摩擦実験と挿入しない岩石摩擦実験において安

定・不安定すべりを制御する値である stiffness の推定を行い，不安定すべりの発生条件を評価した．

さらに，韓国の誘発地震に対しても同様の評価を行うことで，水圧破砕を行う現場における stiffness

から誘発地震の発生の推定可能性を検討した．防災科学技術研究所（NIED）の大型摩擦試験機によ

る摩擦実験のデータの解析により推定した stiffness の値をもとに，不安定すべりの発生状況を評価

した．この実験では，推定された stiffness (K)よりも，安定すべりが不安定すべりに変わる臨界値で

ある critical stiffness (Kcrit)の方が大きくなり，不安定すべりの発生を確認した．さらに，推定した

stiffnessと critical stiffnessから得られる不安定すべりの発生条件から韓国で発生した誘発地震の状況

を推定した．室内実験と韓国の誘発地震とともに Kcrit>Kであることから，不安定すべりの発生条件

を満たしていることが確認できた． 

Key Words: hydraulic fracturing, induced and triggered earthquakes, stiffness, stick slip 

 

 

 

講演番号９２ 
 

活断層を貫通したボーリング孔における物理検層データおよびそれによる間隙率の推定 

澁谷 奨 1, 2・林 為人 3・佐野 暉 1・藤井 元宏 1・佐渡 耕一郎 4 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2株式会社地圏総合コンサルタント 
3京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
4株式会社地圏総合コンサルタント 

 熊本県益城町では，2016 年の熊本地震に際して活動した布田川断層を貫通した学術ボーリング

FDB-1 孔（掘削長 666 m）の掘削，物理検層が京都大学により 2017年度に実施された．地下の岩盤

や断層の特性を定量的に評価する際，岩石の間隙率が必要となる．本研究では，コア性状が悪く室

内試験で間隙率を測定できない区間を含めて，FDB-1 孔の間隙率の深度分布を得るため，物理検層

データから間隙率の推定を試みた．間隙率の推定では，岩種や岩質の違いを考慮し，音波検層の音

波伝播時間を使用する Kamel の式および Li の式，電気検層の比抵抗を使用する Archie の式を用い

た．音波伝播時間から推定した間隙率 ϕsonicは，深度 302～328 m のシルト岩および火山礫凝灰岩で

推定式の適用範囲より高い 40%以上，深度 328～354 m と深度 514～663 m の礫岩および凝灰質礫岩

で 30～40%となった．深度 354～514 m の安山岩の塊状部と自破砕部でそれぞれ 10～20%，30～40%

となった．比抵抗から推定した間隙率 ϕresは，堆積岩および安山岩の自破砕部の多くの深度で 40%以

上の推定式の適用範囲を超過する値で，安山岩の塊状部では 30%程度であった． 

Key Words: porosity estimation, P-wave velocity, resistivity, well logging, Futagawa fault zone 
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講演番号９３ 
 

Sentinel-1SAR 衛星による台湾地域における干渉 SAR 時系列地表変動の解析 

平中 章貴 1・石塚 師也 1・林 為人 1 

1京都大学大学院 

地表変動の常時把握は，地下水流動や資源開発等のモニタリングにおいて重要である．本研究で

は台湾地域における近年の地表変動を把握し，プレート運動等による長期的な変動と雨期乾期など

による季節性の変動を区別することを目的とし，2017 年 10 月から 2019 年 10 月における Sentinel-1

衛星の広域観測モードにより得られた SAR （Synthethic Aperture Rader ; 合成開口レーダ）データを

用いて干渉 SAR 時系列解析を行った．解析結果では台湾西部に 1 地域，東部に 2 地域で 3 cm/年を

超える地表変動が推定された．また，季節変動による結果では台湾西部では大きな季節変動が見ら

れたが東部では変動は見られなかった．結果の妥当性を評価するために GNSS （Grobal Navigation 

Satellite System）での変動解析と比較したところ，整合的であった．本研究では台湾地域における地

表変動を明らかにすることができ，Sentinel-1 による広域な SAR データでの解析は有効であると考

えられる． 

Key Words: SAR, SAR interferometry, Taiwan, surface displacement 

 

 

 

 

 

 

講演番号９４ 
 

岩盤不連続面アスペリティ内部の微小領域における応力分布の定量評価 

長谷川 文悠 1・才ノ木 敦士 2 

1熊本大学 工学部社会環境工学科 
2熊本大学 国際最先端科学技術研究機構 

岩盤不連続面の力学的挙動は，不連続面表面の粗度の影響を大きく受ける．本稿では，メゾスコ

ピックスケールにおける不連続面表面の応力分布に注目し，3D プリンタにより，フラクタル特性に

基づいた不連続面を有する供試体を作成し，顕微鏡撮影下で一軸圧縮試験を実施した．同時に，個

別要素法を用いて全く同形状の 3D モデルを作成し，弾塑性構成則を適用して実験の再現解析を行

った．そして，不連続面近傍に開けた円孔の変位量を比較することにより，数値解析の妥当性を検

証した．その後，数値解析から得られた不連続面内部の応力分布を定量的に評価することによって，

不連続面表面粗度とアスペリティ内部の応力集中には正の相関があることが示され，アスペリティ

内部には周辺領域の 7～10 倍程度の圧縮応力が発生し，表面付近にわずかな引張応力が発生する可

能性があることが判明した．本結果は，不連続面表面粗度による不連続面のせん断強度，時間依存

性挙動への影響の本質理解に貢献すると期待される． 

Key Words: rock discontinuity, asperity, induced-earthquake, 3D printer, discrete element method 
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講演番号９５ 
 

3D GEOSTRESS MEASUREMENT BASED ON ELECTRIC CONTACT THEORY 

Zirui LU1・Thirapong PIPATPONGSA1・Yosuke HIGO1・Hideki NAGATANI2・Kenichi KAWANO2・Norihisa 

SUGAHARA3 

1京都大学 大学院工学研究科 
2鹿島建設株式会社 技術研究所 
3坂田電機株式会社 

Geo-stress is an important parameter for design and construction in many underground excavations. The focus 

of the paper is on the applicability of electric contact theory in 3D geo-stress measurement. Preceding researches 

proved there is a relationship between the contact resistance and load applied to two mutual contact metal balls. 

Therefore, the proposed device could measure the geo-stress by monitoring the contact resistance change of 

metal balls aggregates. The measuring cells were made into pyramid shape, and a simple circuit is fabricated 

within it to measure the pressure in one direction. After the assembly of several measuring cell, the device can 

serve as a multi-direction stress measuring sensor. 

Key Words: electric contact, contact theory, stress measurement, 3D stress analysis 

 

 

 

 

 

 

講演番号９６ 
 

旋削試験を用いたディスクカッタ摩耗性評価に関する研究 

山上 順民 1・市來 孝志 1・安藤 秀幸 2・内田 正孝 2・福井 勝則 3 

1大成建設株式会社 技術センター 
2大成建設株式会社 土木本部 機械部 
3東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 

岩盤シールドやトンネルボーリングマシン（TBM）で使用されるディスクカッタは，刃部やボデ

ィの摩耗による交換コストのみならず交換作業が工程に大きな影響を与え，工費の増大を招くこと

がある．岩石が接触する相手を摩耗させる性質は，岩石自体が有する摩耗に対する抵抗度合いを示

す摩耗硬度と区別するために“摩耗能”と呼ばれている．従来，岩石の摩耗能に起因するディスクカ

ッタの摩耗性は，一軸圧縮強さや石英含有率などから推定されており，摩耗性に関する工事実績と

の関係は明瞭ではなかった．岩石の摩耗能を評価する手法としては，超硬チップで実際に円柱供試

体を旋削し，その磨耗量を評価指標とする旋削試験法が開発されており，試験が容易でかつ定量的

な指標として期待できる．今回，数種類の岩種に関して，旋削試験を行い，岩種毎の特徴を把握し

た．また，ディスクカッタの摩耗性に関する工事実績データと旋削試験結果との関係を考察した．

この結果，現状でも工事の難渋度合いを相対的に把握でき，今後のデータの蓄積によってはディス

クカッタの摩耗量の定量的な評価が可能であることが示唆された． 

Key Words : turning-operation test，disc cutter wear，Tunnel Boring Machine，abrasivity 
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講演番号９７ 
 

火山地域の掘削コア試料の室内比抵抗測定とその影響要因に関する考察 

藤井 元宏 1・林 為人 1・石塚 師也 1・村田 澄彦 2・澁谷 奨 1,3 

1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 
2京都大学大学院 工学研究科社会基盤工学専攻 
3株式会社地圏総合コンサルタント 

地下岩盤の比抵抗構造を適切に解釈するには，岩石の比抵抗特性を理解する必要がある．本研究で

は，阿蘇火山地域で掘削されたコア試料に対して，大気圧・常温環境下で種々の間隙水比抵抗と含

水飽和度条件において 4 極法を用いた交流インピーダンス法による比抵抗測定を行い，同岩石の比

抵抗に及ぼす間隙率，含水飽和度，間隙水比抵抗などの影響を定量的に評価した．間隙率と飽和状

態の岩石の比抵抗の間には負の相関関係が明瞭に確認された．飽和度と岩石の比抵抗の関係は，飽

和度の大きい範囲では飽和度の低下に伴って比抵抗が徐々に大きくなるが，飽和度の小さい範囲で

は比抵抗が急激に大きくなることが確認された．間隙水比抵抗と飽和状態の岩石の比抵抗の関係は

間隙水比抵抗が大きくなると，岩石の比抵抗も大きくなる傾向が確認された．また，これらの実験

結果を既存の式に適用することで比抵抗に影響を及ぼす要因の考察を行った． 

Key Words: electrical resistivity, volcanic rock, saturation, pore water resistivity, drill core 

 

 

 

 

 

 

講演番号９８ 
 

真三軸試験機を利用した新しい一面せん断実験手法の開発 

朝比奈 大輔 1・川北 章悟 2・李 楊 3・竹村 貴人 4 

1国立研究開発法人産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 
2日本大学大学院 理工学研究科 
3日本大学大学院 総合基礎科学研究科 
4日本大学 文理学部 地球科学科 

地下の岩盤には異なる３主応力及び間隙水圧が力学的に作用しており，断層や地すべりの変形・

強度特性に影響する．しかし，断層や地すべり現場における応力及び間隙水圧の計測は難しく，室

内実験においても，これらの条件が岩盤不連続面のすべり挙動に与える影響を詳細に検討できてい

ない．本研究では，異なる３主応力及び間隙水圧を独立して制御することのできる真三軸試験機を

利用した新しい一面せん断実験手法を提案した．圧力容器内で間隙水圧を作用させながら一面せん

断実験をするための治具を考案し，実験手法の概要及びその利点と実験の有用性を示す結果につい

て報告した．本実験手法によって，有効垂直応力がせん断強さに与える影響について検討すること

が可能となった． 

Key Words: pore pressure, direct shear test, joint roughness, effective stress, true triaxial test 
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講演番号９９ 
 

ボーリング及びボアホールカメラによる琉球石灰岩岩盤の評価 

渡嘉敷 直彦 1・伊東 孝 1・藍檀 オメル 1 ・荒木 悠太郎 2・大塚 康範 3・田島 克洋３・比嘉 優４・

井上 英将 4 

1琉球大学工学部 
2琉球大学工学部環境建設工学専攻 
3アース・スキャニング研究会 
4南城技術開発株式会社 

琉球諸島には，琉球石灰岩が広く分布しており，地殻変動による断層運動などによって亀裂も発

達している．一般的に琉球石灰岩は多孔質であるため，重要構造物の場合，支持基盤層にならない

と考えられている．また，琉球石灰岩層における斜面掘削の場合も摩擦性土質としての扱いが多い．

地盤調査に利用されるボーリングでは，多くが単価の安いメタル系のビットが利用されるため，削

孔によるコアの損傷が大きく，礫混じり粘土地盤として評価されることが多いことが理由である．

本研究では，琉球石灰岩の本来の性質を求めるため，ボアホールカメラによる孔壁観察などを行い，

ボーリングに用いられるビットとその径の違いがコアに与える損傷の把握と，調査技術の在り方と

評価の仕方について行われた一連の調査研究を紹介する．その結果に基づいて，岩盤力学的な立場

から琉球石灰岩の性質の評価と，RMQR 岩盤クオリティ評価手法による岩盤物性値の推定について

論じる． 

Key Words: RMQR, pile foundation, rock physical property value, bearing force characteristics, numerical 

analysis 

 

 

 

 

講演番号１００ 
 

平面ひずみ状態における来待砂岩の力学変形特性 

佐藤 稔 1・朝比奈 大輔 2・西本 壮志 1 

1(一財)電力中央研究所 地球工学研究所 
2産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 

トンネル周辺の地盤・岩盤の力学的な解析モデルでは，1 方向のひずみが生じない平面ひずみ状態

を仮定して応力とひずみの関係式が用いられることが多い．土木分野では平面ひずみ状態における

試験は数多くなされているが，地下深部の岩石・岩盤を対象とした研究においては高圧条件に耐え

られる試験装置が必要であり研究例も少ない．本研究では独立した 3 方向の応力を制御可能な真三

軸試験装置を使用して，異なる中間主応力条件における平面ひずみ試験の整備を行った．結果とし

て中間主応力を考慮した岩石の力学変形特性が得られた．本手法によって真三軸条件における平面

ひずみ試験が可能となり，トンネル掘削時の初期地圧からの複雑な応力経路を模擬した試験に応用

できると考えられる． 

Key Words: plane strain compression, true triaxial compression, Kimachi sandstone, mechanical property, 

deformation propaty, 
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講演番号１０１ 
 

岩石試料を用いた Q 値測定 

船戸 明雄 1・細田 光一 2 

1公益財団法人 深田地質研究所 
2応用地質株式会社 コアラボ試験センター 

岩石の Q 値を室内で測定する方法として様々な方法が適用されているが，標準的な方法はまだ確

立されていない．そこで岩石の Q 値を求めるいくつかの測定法を試みるとともに，含水が Q 値に及

ぼす影響を把握するための検討を行った．岩石とモルタル供試体を用いて含水状態を変化させなが

ら共振法と減衰法による Q 値の測定を行った結果，いずれの試料も風乾状態から水浸させると Q 値

が大きく低下し，その後の風乾過程で Q 値が徐々に大きくなっていくことが確認された．Q 値と含

水状態のこのような関係は既往の実験結果とも整合的であり，共振法と減衰法によって得られた Q

値は互いにほぼ等しかった．別途花崗岩試料を用いて実施したスペクトル比法とライズタイム法に

よる Q 値は他の方法による値との差が大きく，用いるセンサの種類や特性，供試体との接着方法，

含水の影響の検討など今後に残された課題は少なくない． 

Key Words: resonance , damping , spectrum ratio, water content, attenuation characteristic 

 

 

 

 

 

 

 

講演番号１０２ 
 

デジタル画像相関法による岩石の動的引張破壊挙動の評価 

佐分利 禎 1・高橋 良尭 1・宮崎 晋行 2・緒方 雄二 1・久保田 士郎 1 

1産業技術総合研究所 安全科学研究部門 
2産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 

岩石の引張強さ特性は鉱山での発破設計の最適化において重要な数値となっており，特に動的荷

重条件下での引張強さ特性の評価手法について検討を行なってきた．動的荷重下での引張強さは一

定の限界ひずみ速度を境に強いひずみ速度依存性を示すことが知られている．岩石試料の動的引張

破壊挙動の評価手法として, これまでに爆発衝撃荷重をもとにしたホプキンソン効果による引張破

壊現象にデジタル画像相関(DIC)法を適用し, 試料表面のひずみ・ひず み速度分布を解析に取り入れ

てその有効性を示してきた．本研究では試験試料直径の大型化を目指した引張衝撃試験とともに，

それにともなう試料内部の応力波面形状の影響を探るために PMMA（アクリル樹脂）試料を用いた

可視化実験を実施し，動的引張破壊挙動の解析精度の向上を試みた． 

Key Words: shock wave, tensile strength, strain rate distribution, rock fracture, digital image correlation 
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講演番号１０３ 
 

切羽進行に伴う先行変位測定結果の分析と二軸先行変位計の開発 

鈴木 拓也 1・木梨 秀雄 1・藤岡 大輔 2・辻村 幸治 3 

1 (株)大林組 生産技術本部 トンネル技術部 
2 (株)大林組 技術研究所 地盤技術研究部 
3(株)エス・ケー・ラボ 

トンネル現場において日常管理として行う変位計測は，掘削後のトンネル壁面を測定対象とする

ため，切羽前方から既に生じる先行変位は計測することができない．したがって，計測結果に一定

の割合を仮定した先行変位分を加算することで全変位量としている．しかし，先行変位量は地山の

条件等により異なるため，仮定した値が実態と乖離している場合がある．また，掘削後の初期段階

において生じる変位を計測することも非常に困難であり，実変位と計測結果の乖離はさらに大きい

可能性も考えられる．小土被り区間など厳しい管理基準値が求められる条件下では，この乖離が深

刻な問題となることもある．そこで，筆者らは複数の小土被り区間において，積極的に先行天端沈

下計 1)を適用し，先行変位も含めた全変位計測を行い，精度の高い管理を行ってきた．さらに今回，

筆者らは側壁部における水平方向の先行変位にも着目し，新たに水平方向も計測可能な二軸先行変

位計の開発に着手した．本稿では小土被り区間における先行変位および初期変位計測結果から得ら

れた知見と，二軸先行変位計の開発について報告する． 

Key Words: shallow overburden, initial displacement, horizontal direction preceding displacement 

 

 

 

 

 

講演番号１０４ 
 

高強度材料で軽量化した長尺鋼管先受工の開発 

伊藤 哲 1・斎藤 有佐 1・亀山 元則 2・坂口 穂積 2・阿形 淳 3 

1株式会社大林組 生産技術本部トンネル技術部 
2株式会社亀山 
3日本製鉄株式会社 技術開発本部鉄鋼研究所 

山岳トンネル工事では，長尺鋼管先受工法（以下，AGF 工法と記す）は標準的な補助工法として，

広く施工されている．汎用の油圧削岩機で施工できることが理由の一つと思われる．一方で，一般

的な AGF 工法では，外径 114.3mm，厚さ 6mm の鋼管約 12mをトンネル頂部付近に打設するが， 3m

の鋼管 1 本あたりの重量が約 50kgあり，鋼管の運搬と高所での接続作業において作業員の負担が大

きいことが課題であった．そこで，高強度材料を用いて軽量化した新しい鋼管を開発した． 従来の

AGF 鋼管と同等の強度を保持しながら，作業員の負担を軽減するものである．現場に適用し，従来

と軽量鋼管を用いた場合の作業時間を比較した．軽量鋼管を用いた場合，作業時間が約 10%短縮し，

生産性向上に寄与することを確認した． 

Key Words: all ground fastening method, forepiling, high strength, thin pipe, productivity improvement 
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講演番号１０５ 
 

乾湿繰り返しによる岩質材料の強度低下に及ぼす含有粘土鉱物の影響 

吉田 智彦 1・河野 勝宣 2・西村 強 2 

1鳥取大学大学院 持続性社会創生科学研究科 
2鳥取大学 学術研究院工学系部門 

粘土鉱物を含む岩石は，岩石自体の強度が低いだけでなく，含有粘土鉱物の影響による岩石組織

の物理的・化学的な劣化度合いが大きい．特に，膨潤性粘土鉱物を含む岩石は，非膨潤性粘土鉱物を

含む岩石に比べて乾湿繰り返しによる強度低下が著しい．本研究では，乾湿繰り返しによる岩質材

料の強度低下に及ぼす含有粘土鉱物の影響を，粘土鉱物を混合した人工軟岩を用いた一軸圧縮試験

と膨潤圧試験により検討した．本研究で用いた粘土鉱物は，Na 型および Ca 型の二種類のスメクタ

イト（膨潤性粘土鉱物）と雲母粘土鉱物（非膨潤性粘土鉱物）で，これらは乾燥時の層間距離が同程

度である．実験の結果，スメクタイト混合供試体は雲母粘土鉱物混合供試体に比べて膨潤圧が大き

く，また，乾湿繰り返しによる一軸圧縮強さが大きく低下した．本論では，乾湿繰り返しによる岩質

材料の強度低下に及ぼす含有粘土鉱物の影響を，湿潤時の供試体に発生する膨潤圧の差から考察を

試みた． 

Key Words: clay mineral, dry and wet cycle test, uniaxial compressive strength, swelling pressure, gypsum 

specimen 

 

 

 

 

 

 

講演番号１０６ 
 

変質ベントナイトが岩石き裂充填性と透水性に及ぼす影響 

千光士 直人 1・河野 勝宣 2・西村 強 2 

1 鳥取大学大学院 持続性社会創生科学研究科 

2 鳥取大学 学術研究院工学系部門 

放射性廃棄物地層処分において，人工バリア材（ベントナイト系材料）の変質による膨潤性能や

透水性能の低下は，緩衝材の性能を劣化させる負の効果である反面，変質によるベントナイトの粘

性の低下等により，天然バリア材（岩盤）中のき裂を閉塞させてバリア機能を高めるといった正の

効果と捉えることもできる．ベントナイトに作用する変質の種類の違いにより，岩盤中のき裂の閉

塞の程度が異なることが考えられ，それに対応して岩盤の透水性なども大きく異なることが予想さ

れる．本研究では，変質ベントナイトと巨視き裂を含む岩石を接触させた 2 層一体型の供試体を用

いた一次元膨潤圧試験と，変質ベントナイトが充填された巨視き裂を含む岩石供試体を用いた定圧

透水試験を行った．本論では，変質ベントナイトの岩石き裂充填性と，変質ベントナイトを充填し

た巨視き裂を含む岩石の透水性について検討した結果を示す． 

Key Words: altered bentonite, filling ability, permeability, granite, fracture 
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講演番号１０７ 
 

NUMERICAL SIMULATION OF OXYGEN INFUSION INTO DESATURATION RESULTING FROM ARTIFICIAL 

OPENINGS IN SEDIMENTARY FORMATIONS 

Kazuya MIYAKAWA1, Kazuhei AOYAGI1, Toshifumi AKAKI2, HajimeYAMAMOTO2 

1Horonobe Underground Research Center, Japan Atomic Energy Agency  
2Taisei Corporation 

Excavation of an underground repository is expected to cause desaturation, especially in the zone of newly 

created fractures (the excavation damaged zone, EDZ). During the construction and operation of facilities, air 

in the gallery infuses into the nearby rock. The area around the excavation is therefore affected by such factors 

as oxidation of the host rock and groundwater, which can increase nuclide mobilities. In the Horonobe 

underground research laboratory (HURL), which is excavated into Neogene sedimentary formations, no pyrite 

dissolution or precipitation of calcium sulfates was found in cores drilled from the rock around the gallery. The 

lack of oxidation is attributed to the release of dissolved gases from groundwater due to a pressure gradient flow 

against air infusion. This research investigated the mechanism of O2 intrusion into the rock through numerical 

multiphase flow simulations considering advection and diffusion of groundwater and gases. The simulation 

considered only Darcy’s and Henry’s laws, and neglected chemical reactions related to oxidation. Dissolved gas 

and rock permeability had almost identical effects on O2 infusion into the rock. High humidity maintained   

saturation in the EDZ leading to limited O2 intrusion because of very low diffusivity in a solution phase. In 

contrast, decreasing humidity around relatively low permeability rock led to extensive accumulation of O2 in 

the EDZ even with a relatively large amount of dissolved gas. In the HURL, shotcrete prevents O2 contacting 

the rock wall and maintains 100% humidity at the boundary of the gallery wall, which inhibits O2 infusion. 

Key Words: Geological disposal, Oxygen intrusion, Desaturation, Dissolved gas, EDZ 

 

 

 

 

 

講演番号１０８ 
 

A comparative study on creep responses of rock salt of Çankırı (Turkey) under uniaxial compression and 

Brazilian testing conditions together with impression creep tests 

Takashi ITO1, Nazlı TUNAR ÖZCAN2, Ömer AYDAN1 

1Dept. of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of the Ryukyus 
2Dept. of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Hacettepe University 

Rock salt of Çankırı of Central Turkey is famous and it has rock-salt mines remaining from the period of 

Hittites, Recently, the storage of natural gases in rocksalt formations has been receiving great attention in Turkey. 

Samples of a rock salt block from one of Çankırı rock salt mines were prepared at the laboratories of Hacettepe 

University and short-term properties obtained from classical rock mechanical tests and a series of compression, 

Brazilian and impression creep tests were carried out. The authors describe these experimental studies on rock-

salt samples of Çankırı under different loading conditions and discuss their implications in practice and the 

utilization of impression creep tests as an index creep testing technique. 

Key words: Çankırı, rocksalt, creep, impression creep, uniaxial compression, Brazilian, long-term strength. 
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講演番号１０９ 
 

Mobile Mapping System を用いた 2 時期間の法面変状の定量化 

佐守 直人 1・西山 哲 1・﨑田 晃基 1・藤木 三智成 2・小野 尚哉 3 

1岡山大学大学院 環境理工学部環境生命科学研究科 
2国際航業株式会社 技術サービス本部 
3国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部 

約 50 年前に迎えた高度経済成長期に日本の法面の多くは建設され，現在は劣化・風化して崩壊す

る可能性が高まっている．崩壊を防ぐために法面の変状を検出する点検の重要性が高まっている．

しかし，現在の法面点検は近接目視を主としたものであり，点検者次第で結果に違いが生じ，一様

な結果を得られないことが課題となっている．本研究では法面の変状を定量的に求めるため，移動

計測車両による計測（Mobile Mapping System, MMS）で得られる 3 次元座標を持つ点群データを利用

した．そして 2 時期の点群データを用いてその間の変状を求められると考えられる差分解析手法と

いう手法を用いた．本研究ではクリープ現象の恐れのある法面を対象にまず本手法の 3 つの基礎検

証（MMS の点群取得の精度，MMS で取得された点群の変状識別精度，差分解析手法の変状抽出精

度）について述べる．その後，本手法を用い，対象法面のアンカー施工前後の点群で 2 時期間の変

状がどのように表れるか検証し，その変状の様子から MMS，差分解析手法に対しての評価・考察を

行なった． 

Key Words: road slope, point cloud, MMS, ICP, differential analysis 

 

 

 

 

講演番号１１０ 

 

予測型 CIM とクラウドを活用した岩判定の高度化と遠隔臨場の試行 

藤岡大輔 1・鈴木拓也 2・三宅由洋 1・森拓雄 1・木梨秀雄 2・山根裕之 3 

1 株式会社大林組 技術本部 技術研究所 地盤技術研究部 

2 株式会社大林組 生産技術本部 トンネル技術部 

3 伊藤忠テクノソリューションズ 

山岳トンネルは，掘削時の地山状況に応じて関係者全員が切羽を確認し，必要に応じて支保パタ

ーンを修正する．最適な支保パターンを選定するため，関係者が地質情報や施工情報を把握し，共

有することが重要である．また，トンネルの品質を確保し工期を遵守するため，速やかに合意を形

成する必要がある．そこで，前方探査情報を三次元モデルに統合した予測型 CIM を活用し，クラウ

ド上で地質情報と施工情報を関係者間で共有した．さらに，岩判定会議を行うための日程調整や移

動時間を短縮し，遠隔地からでも会議に参加できるようにするため，岩判定会議の遠隔臨場に取り

組んだ．その結果，クラウド上で情報共有し，予測型 CIM により前方地山の地質情報を三次元的に

把握でき，最適な支保を選定できた．トンネル坑内からの配信映像で切羽を評価した結果，遠隔地

と現場における切羽の採点結果の差異は小さく，遠隔地から地山を評価できる可能性が高いことが

わかった． 

Key Words: mountain tunnel, predictive CIM, geological profile, remote presence, cloud computing, rock mass 

classification at tunnel face 
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表面波計測による花崗岩の音響異方性評価に関する研究 

岡野 蒼 1・木本 和志 1・松井 裕哉 2 

1岡山大学環境生命科学研究科 
2日本原子力研究開発機構・幌延深地層研究センター・堆積岩処分技術開発 Gr 

花崗岩がマイクロクラックの配向のために音響異方性を示すこと，そのため，音響異方性の測定

結果からマイクロクラックの配向性や密度を非破壊的に評価できる可能性があることはよく知られ

ている．従来の岩石コア弾性波試験は，弾性波透過試験により音響異方性の評価が行われてきたが，

この方法は現場計測や不整形な供試体への適用が難しい．そこで本研究では，表面波を使った花崗

岩の音響異方性評価を試みた．具体的には，円柱状の花崗岩供試体端面に設置した超音波探触子で，

供試体直径方向に伝播する表面波を励起させる．この方法により，送信方向を一定の角度で段階的

に変化させたときの表面波振幅や速度，周波数の変化を見ることで，音響異方性の程度を調べた．

その結果，マイクロクラックによる見かけの剛性変化に起因すると考えられる音響異方性が，表面

波を計測することによって検出できることが示された． 

Key Words : surface wave， anisotropy， granite， microcrack 

 


