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1.  はじめに 
 近年，シールドトンネルなど地下構造物の構築では

大深度化・長距離化のニーズが多くなっている。しか

し，このような大深度では従来の位置確認方法が適用

できないケースが多く，構造物構築にあたり正確な位

置管理を実現する技術が要請されている。 

 従来，シールドなどのトンネル工事では坑内測量に

より切羽の位置を測定している。しかし，この方法で

は坑口からの距離が長くなるに応じて測量誤差も累積

するため，長距離や曲線部が多い場合にはチェックボ

ーリングにより位置を確認しているのが現状である。 

 通常，チェックボーリングはトンネル直上と思われ

る地表から垂直にボーリングを行ない，この孔を通し

て測量器でトンネル位置を確認している。しかし，直

上に道路や鉄道がある場合チェックボーリングができ

ず，またガス管・水道管などの埋設物がある場合，お

よび海底トンネルなどの場合にもチェックボーリング

は極めて困難となる（図―1）。そこで，これらの課題

に答えるべく，音波を利用した土中位置探査技術の開

発に着手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―1 チェックボーリングが困難な場合 
Fig.1 Difficult case of check boring 

2.  システムの概要  
2.1 音波の伝わる条件 

 水中・海中では魚群探知機や潜水艦のソナーなど音

波を利用した機器が多く見られる。これは，水中では

レーダーなどの電磁波は使えないが，クジラやイルカ

などの泣き声に代表されるように，水中では音波が伝

わりやすいためである（図―2）。 
 また，土中では防音室に代表されるように，音波は

伝わりにくいというのが通念となっている。すなわち，

音が土中を通過する時に大きな減衰を受け，特にこの

傾向は周波数が高いほど顕著になる（低音はなかなか

遮断できない＝減衰が少ない）。しかし，地下水に満た

された土中の場合，減衰は生ずるものの音は土中を伝

播していくことができる。（図―3）。 

 

 

 

 

 

 

 

図―2 水中・海中での音波 

Fig.2 Sound wave underwater and in the sea 

 

 

 

 

 

 

 

図―3 土中での音波 

Fig.3 Sound wave in soil 
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 筆者らはこの点に着目し，地下水位以下で音波の送

受信を行って位置を探査するシステムを考えた。 

2.2 既存技術の調査 

 開発にあたり，土中で音波を送受信する音響トモグ

ラフィ機器を調査した。これらの機器はセラミック素

子を利用した水中用のトランスジューサーやハイドロ

フォンであり，耐圧（水圧）的には目標を満たしてい

るが，到達距離や音源位置の特定などについて，必要

としている地中位置測定には適していない事が判明し

た。特に，土中で長距離に音波を届かせるには低周波

が望ましいが，セラミック方式は超音波など高い周波

数の製品に限られ，1Hz～0.5ｋHz 以下の低周波を出す

大出力発振器は現存する機器には見られなかった。ま

た，競技やショーなどに使用される水中スピーカーは，

可聴周波数（50～15000Hz）を出力するが，深度 50ｍ

以上の土中の圧力下で使用できるものは全く存在して

いない。 

2.3 発信器の開発 

 このように，土中での音波位置測定では低周波で大

出力，かつ高耐圧（水圧）の音波発信器が必要とされ

る。そこで，マグネチック型で深度 100ｍ程度に使用

できる発信器を試作した（写真―1）。1 号機は原理確

認用として深度 50ｍを目標に試作，2 号機は振動板の

形状・耐圧構造などを工夫し，深度 100ｍの土中で 50

ｍ離れた地点でも受信波形が明瞭に認識できるように

マグネチック駆動部を強化した。 

 

 

 

 

 

写真―1 発振器の開発推移 

Photo.1 Development transition of oscillator 

その後，マグネチック型で駆動原理を変えた低周波大

出力発振器（3 号機）を試作し，深度 100ｍ以上，探査

距離 100ｍ以上の性能を検証している（図―4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―4 2 号機と 3号機の違い 

Fig.4 Difference between the 2nd machine and the 3rd machine 

2.4 受信器の開発 

 実験用受信器として，セラミック型とマグネチック

型の 2 種類を試作した（写真―2）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真―2 実験用受信器 

Photo.2 Experimental receiver 

 セラミック型は市販されている小型のハイドロフォ

ンを防護した構造とし，マグネチック型は発振器に準

じた材質と構造とすることで，深度 100ｍでも受信可

能なものとした。 

2.5 発信アンプ，受信アンプの開発 

 2.3，2.4 の発振器，受信器に接続するための専用の

発信アンプ，受信アンプを試作した。発信アンプとし

ては，本システムで使用する発信器に合わせて，周波

数 0.5ｋHz～16ｋHz，最大出力振幅電圧±25V，最大出

力電流 10A，遅延時間 40μS 以下，波形歪みの少ない

直線増幅器を試作した（写真―3）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真―3 発信アンプ 

Photo.3 Amplifier of oscillator 

 また，受信器はセラミック型であり最低 4 箇所以上

設置しなければならないため，多チャンネル型の低ノ

イズ・高倍率なアンプとした。その結果，試作した受

信アンプは差動入力型で 10CH，最大増幅率 60dB のも

のとなった。なお，ゲインはパソコンから設定できる

ようにした（写真―4）。 

 

 

 

 

 

 

写真―4 受信アンプ 

Photo.4 Amplifier of receiver 
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2.6 高精度同期装置の開発 

 長距離のトンネルを掘る場合，出発点と到達点の 2

箇所の立坑からシールドマシンを発進させて，シール

ドマシン同士を地中で接合する方法がある。この場合，

両立坑間の距離は場合により 10ｋｍ以上離れる可能性

もあり，接合場所も海底下の土中などが想定される

（図―5）。本システムは，音波の到達時間から発信器

の座標や土中音速を解析するため，到達時間の計測精

度＝解析精度と見なせる。ちなみに，土中音速を 1500

ｍ/秒と仮定すると，音波は百万分の 1秒で 1.5ｍｍ進

む事になる。筆者らの目指す精度はｍｍ単位であるた

め，時間誤差は百万分の 1 秒以下である事が望ましい。 

 原子時計は精度（安定性）が優れているが，一般的

には高コストである。そこで，原子時計に使われる素

子を利用して，低コストな本システム専用の同期装置

（図―5 の写真）を開発し性能試験を行った。その結

果，24 時間で百万分の 1 秒以下の精度（安定性）が確

認された（図―6）。 

 

 

 

 

 

 

 

図―5 地中接合イメージと同期装置 

Fig.5 Underground joint image and synchronous device  

 

 

 

 

 

 

 

 

図―6 同期装置の精度試験 

Fig.6 Accuracy test of synchronous device 
2.7 計測・解析原理 

 幾何学的に考えれば，未知点の座標（X,Y,Z）は 3 箇

所の既知点の座標と未知点までの各距離が判れば解く

事が可能である。しかし，音波の計測は距離ではなく

到達時間なので音速を乗じて距離に直す必要がある。

従って，未知数は音速を含めて 4 つになる（図―7）。

但し，4 箇所の受信器までの音波の伝播経路は異なる

ため，厳密に言えば音速は微妙に異なるものと予想さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―7 位置の解析原理 

Fig.7 Analytical principle of positioning 
 

 そこで，受信点を 4 つ以上（6～8 箇所）に増やし，

最小二乗法などの収束計算により求める事とした。そ

の理由として，うまく収束しない場合には，解析に使

用した受信器の到達時間に地質などの違いによる何ら

かの矛盾が生じていると考えられるため，収束の悪い

受信器のデータを省いた組み合わせで解析を行うため

である。 

2.8 システム構成 

 図―8 にシステム構成を示す。発信側と受信側をネ

ットワーク（NTT 回線など）で結んでいるのは，発信

波形の選択や発信時間の設定を行なうためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―8 システム構成 

Fig.8 System configuration 
2.9 ソフトウェア 

 発信波形の作成や送受信制御，解析などはノートパ

ソコンで行なっている。以下に，各ソフトウェアの概

要を示す。 

2.9.1 音波制御ソフト 

 基本的には受信側のパソコンで駆動する。発信波形

の設定・選択，受信アンプのゲイン調整，解析パラメ

ータの設定，計測スタートなどの制御をおこなう。こ

こで設定された発信情報は，ネットワークを介して発

信側にも送られる。発信側のパソコンはこの情報で指

定された時間に音波を発信する。高精度同期装置によ

り発信側と受信側の時間を同期させる事で，このよう

な制御が可能になった。図―9に操作画面例を示す。 
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図―9 音波制御操作画面 

Fig.9 Sound wave control operation screen 
 

2.9.2 音波解析ソフト 

 各受信器の受信波形や相関波形を表示する画面であ

り，受信および相関結果がノイズなどの影響を受けて

いないかどうかを判断する。この結果を見て，発信波

形，発信出力，受信ゲインなどを調整する。図―10 に

受信画面例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図―10 音波解析画面 

Fig.10 Sound wave analysis screen 

2.9.3 波形チェックビュアー 

 受信波形の到達時間を相関等の自動計算によるだけ

ではなく，目視確認する事でノイズや反射，マルチパ

スの影響を判定するためのビュアーソフトである。図

―11 のように発信波形を目視で移動させながら，到達

時間（図では＝移動時間）の精度を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―11 波形チェック画面 

Fig.11 Wave checking screen 
2.9.4 座標解析ソフト 

 各受信器で受信された音波の到達時間から，周辺音

速と発信器位置を解析・表示するソフトである。通常

はこの画面でマシン位置と到達地点の位置関係を表示

する。また，このソフトで収束度合いの判定や解析に

使う受信器の組合わせを設定する。図―12 に表示画面

の例（X-Z 画面：上下左右位置表示）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―12 座標解析画面 

Fig.12 Coordinate analysis screen 
 

3.  フィールド実験 
 

 以上のような経緯で開発したシステムのプロトタイ

プを用いてフィールド実験を行なった。実験場は茨城

県神栖市で，主に砂層・砂礫層からなり地下水位は 2

～3ｍであった。そこに，図―13 に示すようなφ50ｍ

ｍ，深度 15ｍのボーリング孔 4 箇所とφ50ｍｍ，深度

30ｍのボーリング孔 3 箇所および発信器設置用のφ250

ｍｍ，深度 30ｍのボーリング孔を 1 箇所設け，各ボー

リング孔間で深度を変えながら送受信実験をおこなっ

た。なお，各ボーリング孔の深度毎の水平位置はトー

タルステーションによる測量と孔曲がり計測により事

前に測定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―13 フィールド実験でのボーリング孔配置 

Fig.13 Bore hole arrangement in field experiment 
 

 この実験では，音波の送受信距離と受信時間の解析

精度についてプロトタイプの性能を確認する事を目的

とした。図―14 に距離 18ｍでの受信波形，距離 50ｍ

での受信波形を示す。青線は生波形，赤線はバンドパ

スフィルターをかけた波形を示す。距離 18ｍでは比較

的明瞭な受信波形だが，距離 50ｍでは受信波形に対し

てノイズの影響が顕著に見られる。また、図―15 に距

 

移動時間（μsec）

青：発信波形 
赤：受信波形 

 

移動時間 
2139μsec 

移動時間
2139μsec

移動時間(μsec)

青：発信波形
赤：受信波形

○○シールド　到達地点位置確認画面　　　　　　**.**.**　**：**：**

Z座標（高さ）

X座標（左右）

発信器位置

発振孔 No.8　Φ250mm、深度30ｍ

Ｘ

Ｙ

Ｚ
No.1

No.2 No.3

50ｍ

No.4

No.5

No.6

No.7

受信孔　No.1～4　Φ50mm、深度15ｍ

受信孔　No.5～7　Φ50mm、深度30ｍ

地表面



大成建設技術センター報 第 42 号(2009) 

29-5

 

離 50ｍでの発信波との相関波形の例を示す。発信波形

との相関の包絡線については距離 50ｍにおいても妥当

な位置にピーク（到達時間）が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―14 距離 18ｍと 50ｍでの受信波 

Fig.14 Reception wave by distance 18m and 50m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―15 距離 50ｍでの相関ピーク 

Fig.15 Correlation peak in distance 50m 
 

 このような実験を繰り返しおこない，ノイズが多い

場合のフィルター処理，周波数の選定・変調方法など

について開発したプロトタイプの性能を検証した。な

お，実験に使用した周波数は 1ｋHz～16ｋHz，PRBS コ

ードは 3～12 次であり、音速の解析結果は深度により

異なるが 1540～1600ｍ/sec に収束した。 

 

4.  実証実験 
 

 開発したシステムを用いて，東南幹線（作）送水管

用トンネル及び立坑築造工事（発注：東京都水道局） 

にて実証実験を行なった。この工事は東京湾レインボ

ーブリッジ直下の海面下 50ｍに構築する全長 2,325ｍ，

外形 2.708ｍ，内径 2.450ｍのシールド工事である。図

―16 に実証実験のイメージ図を示す。このシールド工

事では 2 か所の急曲線部があるが，海底下のためチェ

ックボーリングが行えない施工環境であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―16 実証実験イメージ 

Fig.16 Image of proving test 

 そこで，本システムにより立坑への到達 26ｍ手前に

て音波位置計測を行なった。ここでは設置場所の関係

から，発振器を到達立坑側に設置し，受信器はシール

ドセグメントの注入孔を利用して放射状に 6 本張り出

す形で設置した。地質はほぼ均一な砂混じりの土丹層

である。受信器の設置にあたっては注入孔より約 3ｍ

のボーリングを行い，ボーリングロッドを引抜いた後

に先端にセンサーを仕込んだロッドを挿入する方法で

施工した。また，挿入したロッドに撓みや捻れが生じ

る恐れがあったため，センサー設置位置を確認する目

的で，先端のセンサー中心部にステンレスワイヤーを

固定し，このワイヤーを挿入ロッドの口元中心を通る

ように引き出すことで，センサー中心方向のベクトル

を求め，挿入長よりセンサー設置位置を求める事とし

た｡写真―5 に到達立坑側での発振器材設置状況を，写

真―6 にシールド側での受信器設置状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真―5 発振側設置状況 

Photo.5 Installation situation on oscillation side 

　発振器は防護ケース内に収
納することで、入時の損傷を回
避する事とした。但し、音波の
通過には支障の無い材質で
製作している。

1.発信器設置孔掘削 2.発信器防護工

3.発信器設置工4.発信機材設置

相関ピーク（＝到達時間）

受信器配置図
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写真―6 受信側設置状況 

Photo.6 Installation situation on reception side 

以上のような手順で，音波位置計測を実施したが，設

置した受信器の２つが内部への漏水により動作不良と

なった。そのため，計測は 4 つの受信器で行う事とな

った。計測後に検査した結果，原因は設置時にケーブ

ルを損傷し，ケーブル内に水が浸潤してセンサーまで

達した為であることが判明した。従って，設置方法，

ケーブル防護方法について再検討が必要と思われる。

なお，使用した音波の周波数は 500Hz～6ｋHz の範囲で

あり，変調コードも 7～12 次まで変化させて音波到達

時間を測定し位置解析を行なった。その結果，上下方

向については受信器相互の離間距離が小さいため，解

析結果には数十ｍｍの大きなバラツキが見られたが，

水平方向については数ｍｍの範囲で収まる事が確認さ

れた（図-16 の受信器配置図を参照）。今回は実証実験

として計測を行ったため，坑内測量を正として掘削を

進めた。到達前 26ｍ地点での音波計測によるマシン方

向推定結果と到達後の実測結果を比較すると図―17 の

ように水平方向で 3.5～5ｍｍの違いとなった。従って，

この時点での音波位置計測（到達位置推定）は有効な

結果を示しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―17 計測結果と到達後の比較 

Fig.17 Comparison with measurement result and after it reaches 
 

5.  まとめ 
 フィールド実験および実証実験を通じて、地中の深

度 50ｍ，距離 50ｍで音波の送受信ができる事，および

そのデータから位置解析が可能な事が示された。この

技術はトンネルに限らず，地下での構造物構築や地盤

改良の精度管理に広く応用可能であり，建設工事以外

にも海底地盤の変動観測など色々な分野に展開できる

技術と考えられる。今後は他の土質への適応性を検証

しつつ実績を重ね，応用展開を図っていきたいと考え

ている。 
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設置孔掘削 受信器挿入

受信機材設置

NOMST：シールド機のカッタービットで切削できるマシン到達壁 

位置解析結果

音波によるシールド中心とNOMST中心のずれ推定値 -35.0～-37.0mm

到達後のシールド中心とNOMST中心のずれ実測値 -40.5mm

マシン中心と到達中心のずれ推定値 （距離： 26ｍ） 左右方向

マシン到達位置

発信器

26ｍ

到達立坑

音波推定結果 37mm

到達後実測結果 40.5mm

NOMST中心

受信器

受信器

シールドマシン

音波計測 概念図

NOMST：シールド機のカッタービットで切削できるマシン到達壁

音速解析値≒1600ｍ/秒
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