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1. はじめに 

 
近年、NATM は断面変更の自由度や経済性などから

都市部で採用されるケースが増えている。通常、シー

ルド工法や開削工法で施工すべき未固結地山で低土被

りのトンネルを、山岳トンネル工法で掘削するために

は、種々の補助工法を駆使しなければならず、民家や

鉄道、道路などの構造物の下を掘削する場合には、地

表面への影響を最小限に抑える必要がある。 
既往の研究では、長尺鏡止めボルトは地表面沈下抑

制に対して効果的であるとしている1）2）。しかしなが

ら、これらの研究では限定された地盤条件での検討に

とどまっており、長尺鏡止めボルトの地表面沈下抑制

効果と地盤条件との関係について十分に検討されてい

るとは言い難い。 
そこで、本研究では三次元有限差分法（FLAC3D3）

）を用いて、土被りの小さいトンネルについて、長尺

鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制効果について検

討する。地山の強度特性が様々に異なる場合について、

長尺鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制効果を検討

し、長尺鏡止めボルトが効果的に適用できる地盤条件

について考察した。また、地盤の弾性係数や初期地圧

の側圧係数の影響についても検討を加え、上の検討結

果の一般性を議論した。さらに、トンネルの掘削工法

が異なる場合についても検討し、長尺鏡止めボルトが

効果的な掘削工法を指摘した。 
 

2. 地山の強度特性が地表面沈下の抑制効果

に及ぼす影響について 

 
本章では、地山の強度定数（内部摩擦角φ、粘着力

c）を変化させて解析を行い、地表面沈下の抑制効果に

ついて検討する。 
 
2.1 解析条件 

トンネル断面は、日本道路公団の暫定二車線トンネ

ルのDⅡパターン4）を想定した。また、長尺鏡止めボル

トは近年施工事例の増えている二重管削孔方式で打設

するGFRP管（外径 76mm、内径 60mm）5）とした。解

析に用いた支保パターン図を図-1 に示す。長尺鏡止め

ボルトは一般的な配置を示しており、上半切羽全体に

約 1.5mピッチで均等に配置した。 
2.1.1 解析モデル 

解析モデルを図-2（土被り 10m）に示す。土被りは

10m、20m、30m とした。鉛直土圧は土被り相当圧とし、

側圧係数を 0.5 として水平土圧を算定した。トンネル

下部、トンネル側部の境界については、それぞれ掘削

断面から 2D、5D 程度離し、掘削の影響が及ばないよ

うに設定した。また、掘削の対称性から半断面のモデ

ルにしている。トンネル縦断方向については、境界か

ら 12m までは 2m ピッチのメッシュとし、12m から

112m の 100m 区間は 1m ピッチ、112m から 140m につ

いては、5 個のメッシュを徐々に大きくして表現した。
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図-1 解析に用いた支保パターン図 

Fig.1 Pattern of facebolts and supports 
＊１ 土木本部土木設計部トンネル地下設計室 
＊２ 技術センター土木技術研究所地盤・岩盤研究室 
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56.25m

140m

36.65m

12m

100m

6.2m

6.2m

42m

解析で着目した断面
（着目断面）

(a) 全体図 

6.2m

長尺鏡止めボルト

（解析領域全長に渡ってモデル化）

(b) 着目断面における拡大図 
図-2 解析モデル図（土被り10m） 

Fig.2 Ground model for the three-dimensional analysis  
(10m overburden) 

表-1 解析用物性値 

Table 1 Properties for the analysis 
名称 単位 入力値

岩盤 弾性係数 MPa 150
ポアソン比 － 0.35

単位体積重量 kN/m
3

20
側圧係数 － 0.5

吹付け 弾性係数 GPa 4
コンクリート ポアソン比 － 0.2

厚さ m 0.2
単位体積重量 kN/m

3
23

鋼製支保工 弾性係数 GPa 205
（H150） ポアソン比 － 0.3

断面積 m
2

3.97×10
-3

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ（強） m
4

1.62×10
-5

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ（弱） m
4

5.63×10
-6

単位体積重量 kN/m
3

78.5
長尺鏡止め 弾性係数 GPa 38
ボルト ポアソン比 － 0.3

断面積 m
2

1.71×10
-3

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ m
4

1.00×10
-6

せん断剛性 MN/m
2

819
付着強度 kN/m 280
破断強度（継ぎ手部） kN 350
　　　　　（母材部） kN 1,000

 

 掘削

補強要素（ボルト）

注入材

ボルトの軸剛性

補強要素の結合点

バネ：地山とボルトとの
　　　せん断剛性（kbond）

スライダー：地山とボルトとの
　　　　　　付着強度（sbond）

 
図-3 長尺鏡止めボルトのモデル図 

Fig.3 Numerical model for a facebolt 
 

境界条件は、上面を地表面として自由面に、他の 5 面

は掘削の影響が及ばないためローラー境界とした。解

析で着目する断面はトンネル掘削方向に 42m 進んだ位

置とし（以後｢着目断面｣と称す）この断面の地表面沈

下が収束する上半切羽が 112m 進んだ位置まで掘削解

析を行った。 
2.1.2 解析用物性値 

解析に使用した地山と支保の物性値を表-1 に示す。

地山の弾性係数とポアソン比は、軟弱な地山を想定し、

日本道路公団試験研究所「トンネル数値解析マニュア

ル」6）よりDⅡ等級の物性値を採用した。地山は変形・

破壊による塑性流動現象が重要と考え、Mohr-Coulomb
の降伏規準に従う完全弾塑性体としてモデル化した。

塑性流動則としては非関連流れ則を使用し塑性変形時

の体積変化は無いものとして設定した。完全弾塑性解

析で用いる地山の強度定数については、パラメトリッ

クに変化させて、長尺鏡止めボルトの効果を比較した。

地山の強度定数を変化させる範囲は、地山強度の低い

実現場について調べた結果7）を参考に設定した。吹付

けコンクリートはシェル要素で、鋼製支保工はビーム

要素でモデル化した。 
2.1.3 長尺鏡止めボルトのモデル化 

長尺鏡止めボルトのモデル図を図-3 に示す。詳細に

ついては、同様のボルトを同様な方法でモデル化して

検討を行った文献8）に示すが、長尺鏡止めボルトは実

現象をより忠実に表現できるように以下のようにモデ

ル化した。 
① ボルトと地山との付着を考慮したモデルとし、DⅡ

等級の地山で行った原位置での引抜き試験の結果

を参考に付着定数（せん断剛性、付着強度）を定

めた9）。 
② 土被りが小さいため、ボルトに曲げが作用するこ

とも考え、ボルトに曲げ剛性をもたせた3）。 
③ ボルトの破断を表現できるモデルとし、母材部と

継ぎ手部で破断強度の異なる要素を連結した。な

お、GFRP管の継ぎ手部の破断強度は通常の市販品
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図-4 着目断面における地表面沈下の経距変化図 

Fig.4 Ground surface settlement with face advance  
at the section referred 

表-2 解析ケース 

Table 2 Analytical cases 

10 20 30 40 50

30
◎
φ系
地山

◎ ◎ ◎ ◎

25 × ◎ ◎ ◎ ◎

20 × × ◎ ◎
◎
c系
地山

←土被り
20,30m

15 × × × △
△
c系
地山

←土被り
10m

全ての土被りで収束
土被り10ｍで収束
全ての土被りで収束せず

代表ケース

△：
×：

粘着力c（kPa）

◎：

内
部
摩
擦
角
φ
（
°
）

では 200kN程度のものが一般的であるが、、ここで

は著者らが開発した補強方法10）により向上した破

断強度として 350kNを採用した。 
長尺鏡止めボルトは、掘削によりボルトの残長が短

くなった際にオーバーラップさせて次のシフトの長尺

鏡止めボルトを施工するのが通常である。しかし、オ

ーバーラップによって、長尺鏡止めボルトの効果が連

続的に作用すると考え、オーバーラップ長の影響の検

討については割愛し、解析上は解析領域全長に渡って

長いボルトを設置している。 
2.1.4 解析ケース 

表-2 に解析ケースを示す。地山の強度定数は、先述

したようにパラメトリックに変化させた。土被りは

10m、20m、30m の 3 通りである。強度定数が小さい場

合には、解析領域全域に塑性領域が広がり計算が収束

しない。ここで、「収束しない」とは有限差分法の収束

計算において、切羽等の変位が停止しないことを言う。

表中の×は３種の土被り全てで収束しないことを示す。

内部摩擦角が 15°の場合、後述の図-10 に示すように、

Mohr-Coulomb の破壊規準線が低角度となる。側圧係数

を 0.5 としているため、土被りが大きい場合、トンネ

ル周辺地山では初期応力の段階で Mohr の円が大きく

なり、塑性化しやすい結果となる。そのため、内部摩

擦角が 15°のケースでは、土被りが 10m の場合だけ計

算は収束した。全てのケースについて長尺鏡止めボル

トがある場合とない場合について解析を行った。 
代表ケースは表-2 中の着色したケースとした。粘着

力が小さく、内部摩擦角が大きい砂質土系地山（以降

｢φ系地山｣と称する）を想定したケースと、粘着力の

大きく、内部摩擦角が小さい粘質土系地山（以降｢c 系

地山｣と称する）を想定したケースに着目した。c 系地

山は、収束の有無により、土被りによって代表ケース

が異なる。 
2.1.5 解析手順 

最初の 12m 区間はトンネル進行方向の 1 メッシュが

2m であるため、掘削部分の地山要素を 2m 分除去する。

除去した部分の坑壁に吹付けコンクリートをモデル化

したシェル要素を貼付け、鋼製支保工をモデル化した

剛性が 2 倍のビーム要素を 2m ピッチにトンネル切羽

の位置に付加する。12m～112m のメッシュは 1m であ

り、地山要素を 1m 分除去した後に吹付けコンクリー

トと鋼製支保工のモデルを付加する。 
掘削方法は上半先進掘削工法とし、上半掘削時の解

析結果を比較することにした。 
2.2 解析結果 

土被りが 10m の場合におけるφ系地山と c 系地山の

地表面沈下の経距変化図を図-4 に示す。すなわち、こ

の図の横軸は、着目した断面（図-2 参照）と上半切羽

位置との距離を表しており、縦軸は地表面沈下量であ

る。切羽が着目断面より 70m 前方に離れた時の沈下量

を最終沈下量とした。φ系地山では、長尺鏡止めボル

トの有無による違いが大きく、ボルトによって沈下量

を抑制していることがわかる。一方、c 系地山では、

長尺鏡止めボルトの有無による違いがほとんどない。

ここで沈下量の抑制効果を表す指標として、式(1)に示
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表-3 地表面沈下量の抑制率の比較 

Table 3 Comparison of the restrained rates in ground 
surface settlement 

土被り
(m)

地山種類 c(kPa) φ(°)
Uｆ

（mm）

U n

（mm）

U n -U f

（mm）
α

（％）

φ系地山 10 30 35.3 49.6 14.3 29
c系地山 50 15 24.0 24.6 0.6 2
φ系地山 10 30 34.2 40.8 6.6 16
c系地山 50 20 25.8 26.4 0.6 2
φ系地山 10 30 38.8 42.8 4.0 9
c系地山 50 20 39.8 40.1 0.3 1

10

20

30

長尺鏡止めボルトあり 長尺鏡止めボルトなし

トンネル トンネル
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30
20
10
0

(a) 縦断面図（切羽周辺） 

長尺鏡止めボルトあり 長尺鏡止めボルトなし

トンネル トンネル

0mm 0mm
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20mm20mm40mm
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0

(b) 横断面図（最終沈下量） 
図-6 沈下量の分布図（φ系地山：土被り10m） 

Fig.6 Distribution of ground settlement 
(sandy ground, 10m overburden) 

す地表面沈下の抑制率αを定義する。αが大きいほど、

地表面沈下の抑制効果は大きい。 

100×
−

=
n

fn

U
UU

α   (1) 

α: 地表面沈下の抑制率 （％） 
Ｕｆ: 長尺鏡止めボルトがある場合の最終沈下量(mm) 
Ｕｎ: 長尺鏡止めボルトがない場合の最終沈下量(mm) 
代表ケースの地表面沈下の抑制率αをまとめたもの

を表-3 に示す。全ての土被りにおいて、φ系地山では

長尺鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制効果が最大

29％と大きいことがわかる。特に土被りが小さいほど

抑制効果が大きい。一方、c 系地山では抑制率αは 1～
2％で、地表面沈下の抑制効果は全ての土被りで小さい。 

土被りが 10m の場合について、全ケースの地表面沈

下の抑制率を円の大きさで表した図を図-5 に示す。地

山の強度定数である内部摩擦角と粘着力を図の両軸に

とり、抑制率と比例して円の直径を設定した。円の直

径が大きいほど抑制効果は大きい。図を見ると、強度

定数の大きさの違いによって抑制率が変化することが

わかる。粘着力が小さい地山では、地表面沈下の抑制

効果が大きく、φ系地山（今回の検討範囲では、内部

摩擦角 30°、粘着力 10kPa）が最も大きな効果を示す

結果となった。 
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角
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　：20％の抑制率

φ系地山:29%
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:2%

図-5 地表面沈下量の抑制率の比較図（土被り 10m） 
Fig.5 Comparison of restrained rates in ground 

surface settlement (10m overburden) 

図-6 に最も地表面沈下の抑制効果が大きかったφ系

地山における土被り 10m の場合の沈下量分布図を示す。

（a）図の縦断図では、長尺鏡止めボルトを打設するこ

とによって鏡面前方の沈下を抑えている。（b）図の横

断図では、トンネル掘削断面から外れると長尺鏡止め

ボルトの効果は現れないが、掘削断面直上での沈下は

長尺鏡止めボルトによって抑制されている。また、沈

下量の等値線が鉛直に延びており、トンネル掘削によ

ってトンネルと地表面が共に沈下する共下がりの現象

が見られる。 
2.3 考察 

φ系地山と c 系地山では、長尺鏡止めボルトによる

地表面沈下の抑制効果が大きく異なる結果となった。

ここでは、その理由について考察を加える。 
地表面沈下のみに着目してきたが、長尺鏡止めボル

トが直接抑えている鏡面の押出し変位について検討す

る。図-7 にトンネルセンターに沿った鏡面の押出し変

位の分布図を示す。この図の横軸は鏡面の押出し変位

量で、縦軸は上半盤からの高さであり、0m が上半盤、

6.2m がトンネル天端である。長尺鏡止めボルトを打設

することによって、切羽の中央が大きくはらみ出すの

を抑制している。地表面沈下の抑制効果とは異なり、

直接支保している鏡面の押出し変位については、φ系
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地山よりも抑制効果は小さいが、c 系地山でも抑制し

ていることがわかる。 
(2)式に示すように、鏡面の押出し変位についても(1)

式と同様の定義で押出し変位抑制率βを各ケース毎に

求める。 

100×
′

′−′
=

n

fn

U
UU

β   (2) 

β: 鏡面の押出し変位の抑制率 （％） 
Ｕ’

ｆ: 長尺鏡止めボルトがある場合の鏡面の最大押出

し変位量(mm)  
Ｕ’

ｎ: 長尺鏡止めボルトがない場合の鏡面の最大押出

し変位量(mm)  
図-8 に土被りが 10m の場合の押出し変位抑制率を円

の大きさで表現したものを示す。円の直径と抑制率β

は線形比例とし、円の直径が大きいほど抑制効果が大

きい。地表面沈下の抑制率αとは異なり、c 系地山で

も鏡面の押出し変位を抑制する効果は大きい。 
長尺鏡止めボルトには、直接抑えている鏡面の押出

し変位に関しては、φ系地山、c 系地山でも抑制効果

があるが、地表面沈下に関しては、c 系地山では、ほ

とんど抑制効果がない。地山の強度定数の違いによっ

て、鏡面から地表面に向かう地山の挙動が異なるもの

と考えられる。 
図-9 に土被りが 10mの場合の最小主応力（トンネル

軸方向応力）の縦断分布図を示す。（a）右図に示すよ

うに、φ系地山では長尺鏡止めボルトを打設しない場

合には、切羽から地表面に向かって応力の低下する領

域が現れるが、（a）左図に示すように、長尺鏡止めボ

ルトを打設することによって、それらの応力低下領域

が縮小する。既往の研究で指摘されてきた切羽前方の

応力拘束1）だけでなく、地表面に向かう領域にも最小

長尺鏡止めボルトあり 長尺鏡止めボルトなし
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(b) c系地山 

図-9 最小主応力分布図（土被り10m） 

Fig.9 Distribution of minor principal stress 
(10m overburden) 
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Fig.8 Comparison of restrained rates in extrusive 
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(b) ｃ系地山 

図-7 鏡面の押出し変位量（土被り10m） 

Fig.7 Extrusive displacement at face(10m overburden) 
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主応力の低下を抑制する効果が見られる。一方、（b）
図に示すc系地山では長尺鏡止めボルトの有無による差

は少なく、長尺鏡止めボルトの効果によって切羽近傍

で応力低下領域が若干減少する程度である。 
地山の強度定数によらず、長尺鏡止めボルトがない

場合には、切羽で応力解放されて塑性化した要素の最

小主応力は零に近づく。図-10 に示す Mohr の応力円か

らもわかるように、φ系地山の場合には塑性化がすす

むと最大主応力も小さくなる。そのため、塑性化した

要素が受け持てる応力は小さく、再配分される応力が

大きくなって連鎖的に地表面に向かって塑性化が進む。 
図-11 にトンネル鏡面付近の主応力図を示す。（a）右

図に示すφ系地山で長尺鏡止めボルトがない場合には、

鏡面前方の低応力状態の地山が地表面に向かって連鎖

的に広がっていることがわかる。（a）右図中には村山

の式11）から求めたすべり線を実線で示しており、応力

低下領域と良く一致している。また、点線で囲んだト

ンネル上方の無応力部分がすべり面に沿って崩落する

と考えると、真下ら12）の行った模型実験の鏡面崩落形

状と良く合う。また、（a）左図に示すφ系地山で長尺

鏡止めボルトを打設した場合には、図中に示す最大主

応力を結んだ線に沿って地山のアーチ効果が作用し、

地表面に向かう応力低下領域が現れない。一方、（b）
図に示すc系地山では、長尺鏡止めボルトの有無に関わ

らず、鏡面前方に地山によるアーチ効果が見られる。 

 

図-10 最小主応力がゼロの時の Mohr 応力円 

Fig.10 Mohr's stress circle at 0 minor principal stress 
以上のことをまとめると、長尺鏡止めボルトを打設

することによって、鏡面前方の地山に拘束圧を与え、

鏡面の押出し変位を抑制する。また、φ系地山では、

長尺鏡止めボルトを打設することによって鏡面から地

表面に向かう応力低下を抑え、その結果、地表面沈下

を大幅に抑制しているものと考えられる。 

長尺鏡止めボルトあり 長尺鏡止めボルトなし

トンネル トンネル

土被りが 10m の場合について述べてきたが、φ系地

山の場合には、土被りが 20m、30m の時も同様のメカ

ニズムで地表面沈下を抑制している。ただし、表-3 で

示したように、土被りが大きくなると抑制効果は小さ

くなる。その理由としては、土被りが大きくなると切

羽から地表面までの距離が遠くなるため、トンネル断

面方向で地山によるアーチ作用が働き、長尺鏡止めボ

ルトによる影響が小さくなるためと考えられる。 

(a) φ系地山 

長尺鏡止めボルトあり 長尺鏡止めボルトなし

トンネルトンネル

(b) c系地山 

図-11 主応力図（土被り10m） 

Fig.11 Distribution of principal stresses at 10moverburden 
 

 

3. 異なる地山条件による長尺鏡止めボルト

の地表面沈下抑制効果の違いについて 

 
3.1 解析条件 

前章では地山の強度定数の違いによる地表面沈下の

抑制効果について検討した。本章では地表面沈下の抑

制効果の大きかったφ系地山で土被り 10m の条件で、

地山の強度定数以外の地山条件を変えて、長尺鏡止め

ボルトによる地表面沈下の抑制効果について調べる。 
変化させる地山条件としては、地山の弾性係数、初

期地圧の側圧係数、地山とボルトとの付着定数である。

その他の解析条件については前章と同様である。 
3.2 解析結果 

3.2.1 地山の弾性係数の影響 

前章では地山の弾性係数を 150MPa としていたが、

本節では 75MPa と 300MPa の場合について検討を行っ

た。解析結果を表-4 に示す。地山の弾性係数が大きく

なれば、地表面沈下は小さくなるが、地表面沈下の低

減率は弾性係数の大きさによらず、ほぼ等しい結果と

なった。長尺鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制効

果は、地山の強度特性に依存するが、弾性係数による

影響はほとんど見られない。 
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3.2.2 初期地圧の側圧係数の影響 

鉛直土圧については前章で土被りを変化させて検討

してきたので、ここでは側圧係数による影響について

検討を行う。側圧係数を 0.5 に設定したが、比較のた

めここでは側圧係数が 1.0 の場合について検討する。 
解析結果を表-5 に示す。側圧係数が 1.0 の場合には

応力が等方状態であるために地山は安定し、長尺鏡止

めボルトがなくても地表面沈下量は小さくなり、沈下

量の低減率も小さくなる。側圧係数の大きさは長尺鏡

止めボルトの地表面沈下抑制効果に大きな影響を及ぼ

すことが分かった。 
3.2.3 地山と長尺鏡止めボルトとの付着定数の影響 

地山とボルトとの付着定数は、地山条件や注入材、

ボルト材の種類の違いによって変化する。著者らは、

地山とボルトとの付着特性に着目し、図-3 に示す付着

定数（せん断剛性、付着強度）の違いが鏡面の補強効

果に及ぼす影響について調べてきた8）。今回は、付着

定数と地表面沈下の関係について検討を行った。付着

定数は、せん断剛性については 10、100、1,000、
10,000 MN/m2とし、付着強度に関しては 50、100、200、
400 kN/mと設定し、全体で 4×4＝16 ケースの解析を行

った。 

表-4 地表面沈下量（地山の弾性係数による影響） 
Table 4 Ground surface settlements 

(with different ground Young’s moduli)  

ボルト有り ボルト無し 差
150 35.3 49.6 14.3 29
75 56.7 79.7 21.8 27
300 23.2 32.4 9.2 28

地山の弾性
係数
(MPa)

地表面沈下量
（mm）

低減率
α（％）

 解析結果を図-12 に示す。縦軸にせん断剛性を取り、

横軸を付着強度として、各ケースの地表面沈下量の値

を円の大きさで示している。両付着定数が最大と最小

の場合で、地表面沈下の差は約 5mmとなった。長尺鏡

止めボルトがない場合には、グラフの左下に示したよ

うに約 50mmの地表面沈下となる。せん断剛性または

付着強度が小さいと地表面沈下の抑制効果は劣る結果

となり、長尺鏡止めボルトがない場合の沈下量の 1 割

である約 5mmの地表面沈下の差が、付着定数の違いに

よって生じる。また、せん断剛性が 100 MN/m2以上で、

かつ付着強度が 100 kN/m以上であれば、付着定数の違

いは地表面沈下に大きな影響を及ぼさない。著者らが

行った原位置引抜き試験8）では、注入材がウレタン、

シリカレジンの地盤改良材の場合と、未固結な砂質土

で行った場合に、両付着定数が上記の数値よりも小さ

な値となった。よって、地表面沈下量を定量的に評価

する場合には、引抜き試験を実施して付着定数を調べ

ておくことが望ましい。また、地表面沈下の抑制効果

を上げるためには、付着定数が大きくなる材料を選定

することが望ましい。 

表-5 地表面沈下量（側圧係数による影響） 

Table 5 Ground surface settlements 
(with differentcoefficients of ground lateral pressure) 

ボルト有り ボルト無し 差
0.5 35.3 49.6 14.3 29
1.0 10.5 12.8 2.3 18

低減率
α（％）

地表面沈下量
（mm）側圧係数
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図-12 地表面沈下量の比較（付着定数による影響） 
Fig.12 Comparison of ground surface settlements 
(with different adhesive parameters of facebolts) 

 

4． 異なる掘削工法による長尺鏡止めボルト

の地表面沈下抑制効果の違い 

 
前章まででは上半先進掘削工法で検討してきたが、

ここではショートベンチカット工法と補助ベンチ付き

全断面掘削工法について検討し、掘削工法の違いによ

る影響を比較する。ショートベンチカット工法では、

上半を 4m 掘削した後に下半を 4m 掘削するというサイ

クルで、ベンチ長を 10～14m とした。補助ベンチ付き

全断面掘削工法では、上半を 2m 掘削したら、下半を

2m 掘削するとうサイクルで、ベンチ長を 3～5m とし

た。比較のため実施した上半先進工法では、上半掘削

を全長完了した後、下半を掘削した。インバート掘削

は全ての掘削工法で行わず、下半掘削までの結果で比

較することにした。上記以外の解析条件は、３章にお

ける基本ケースと同じである。解析結果を表-6 に示す。

地表面沈下量は下半掘削完了後の値である。 
ボルトの有無に関わらず、上半先進工法、ショート
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ベンチカット工法、補助ベンチ付き全断面掘削工法の

順番で地表面沈下量は小さくなっている。ベンチ長を

短くして、早期に円形に近い断面で掘削する工法ほど、

地山が安定化して沈下量が減少している。 
地表面沈下の低減率は先述した工法の順番で大きく

なっている。ベンチ長が短いほど、下半掘削時にも上

半断面に打設した長尺鏡止めボルトの効果により、下

半掘削時の沈下量を減少させることができると考えら

れる。 
 

5． おわりに 

 
長尺鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制メカニズ

ムについて、三次元逐次掘削解析によって検討を行っ

た。今回の検討で新たに得られた知見を以下に示す。 
1） 長尺鏡止めボルトによる地表面沈下の抑制効果は、

粘着力が小さく、内部摩擦角の大きいφ系地山で

大きくなる。よって、同ボルトを地表面沈下対策

の補助工法として採用できるものと考えられる。

ただし、天端からの土砂流出などによる地山崩落

で地表面沈下が発生する危険性のある場合には、

別途他の補助工法を検討する必要がある。 
2） 長尺鏡止めボルトを打設することにより、切羽前

方に地山のアーチ効果が作用する。φ系地山では、

切羽から地表面に向かって伸びる応力の低下領域

が長尺鏡止めボルトを打設することによって減少

する。長尺鏡止めボルトには、切羽前方だけでな

く、切羽から地表面に向かう領域にも最小主応力

の低下を抑制する効果がある。 
3） 地山の弾性係数の違いによる地表面沈下低減率の

差は小さい。また、地山の初期地圧は等方状態に

近いほど、低減率が小さくなる。 
4） ボルトと地山との付着定数である、せん断剛性と

付着強度のどちらかの定数が小さいと、地表面沈

下の抑制効果が低減するが、ある程度以上の値が

あればその影響は少ない。地表面沈下量の定量的

な評価を行う場合には、原位置引抜き試験を実施

し、地山とボルトとの付着定数を調べておくこと

が望ましい。 

表-6 地表面沈下量（掘削工法による影響） 

Table 6 Ground surface settlement (by the difference 
of excavation method) 

ボルト有り ボルト無し 差

上半先進 49.2 62.7 13.5 22
ショート
ベンチ 30.6 42.6 12.0 28

補助ベンチ
付き全断面 19.0 27.0 8.0 30

掘削工法
地表面沈下量

（mm）
低減率
α（％） 5） 掘削工法の違いでは、ベンチ長の短い工法ほど地

表面沈下を抑制し、下半掘削時にも上半断面に打

設した長尺鏡止めボルトの効果が発揮される。よ

って、長尺鏡止めボルトによって切羽が自立する

場合には、ベンチ長を短くすることによって、さ

らに地表面沈下を抑制することができる。 
以上に示した知見は本研究で取り扱った解析条件の

範囲に限定されるが、より一般的な地盤条件や施工条

件に対しての予察に役立つものと考えられる。今後、

本研究で示した検討手法をより多くのトンネルに適用

し、長尺鏡止めボルトの地表面沈下抑制効果の評価事

例を蓄積していきたい。 
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