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1.  はじめに 
 

近年，都市部では既設の構造物に隣接して新たな構

造物を構築する案件が増加している。例えば，地下自

動車道路・地下鉄・地下駅などにさらに新たな路線が

加わる場合などであり，今後発注される予定のシール

ド工事でも既設シールド（φ10m 以上）の 20cm 横に

新設シールドを構築する例が見られる。この場合，探

査棒などにより隣接構造物との距離を探ることは可能

であるが，単発的な検査であり常に隣接位置を監視す

ることはできない。また，探査方法として，出来るだ

け先端掘削部の近傍を探査する方が良く，スペース的

には小型軽量なものが要求される。 

そこで，筆者らは今後発注が予定されている横浜環

状南線をターゲットとし，音波・電磁波を応用した地

中構造物（隣接シールド）の探査方法を開発した。本

技術は，超音波および電磁波による送受信器をシール

ドマシンの側部に設置し，反射波により，隣接トンネ

ルとの離隔をリアルタイムに計測・解析するものであ

り，気中および土槽にて超音波反射実験を実施し，適

用の可能性を検証した。 

 

2.  地中構造物探査システムの開発概要 
 

2.1  超音波による探査 

地中で超音波を利用する場合には，その場所の地中

音速を知る必要がある。この精度がすなわち探査精度

となるが，地質の変化で音速も変化するため探査した

地点での音速を瞬時に算定する必要がある。 

また，隣接する構造物の周りに注入ゾーン等がある

場合には，そのゾーンによる反射と構造物自体による

反射とを区別する機能が必要となる。医療機器の超音

波エコーでは反射率（＝受信振幅）を考慮して探査範

囲を映像化しているが，この手法が地中のコンクリー

ト構造物と注入ゾーンの識別に応用できるかどうかは

未知数である。 

以上より，研究開発に当たって解決すべき課題を以

下のように想定した。 

・ 反射波による音速解析と位置解析方法 

・ 探査範囲の表示（映像化など）方法 

・ 地中での超音波反射波解析に必要な送受信方法お

よび装置 

2.1.1  反射波による音速解析と位置解析 

発信器から発信された超音波の反射波を用いて，音

速解析と位置解析を行うには，相手の位置が分からな

いため，反射波のみで相手の位置と地中音速 V を求め

る手法が必要となる。図-1 に超音波の伝搬経路を示す。

図-1 に示すように，超音波がどこで反射したか分から

ないため，発信器と受信器の間を単純に線で結ぶこと

ができない。 

 

 
図-1 超音波の伝搬経路 

Fig.1  Propagation path of ultrasonic wave 
 

そこで，一つの手法として図-2 に示すような反射波

が作る楕円を用いた音速解析と位置解析手法を考案し

た。この手法は，発信器と受信器を中心として，反射
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時間を径とする楕円を想定し，この複数の楕円に外接

する円を描き，この外接円の直径が相手シールドの直

径と同一になるように音速を同定していく方法である

（特願 2012-039142）。 

 

 
図-2 反射波が作る楕円 

Fig.2  The ellipse that a reflection wave makes 

 

反射波が作る楕円を用いた音速解析と位置解析手法

について以下に示す。発信器と受信器 n で作られる楕

円 n の中心座標を（Xn，Yn），受信時間を Tn，音速を

V と仮定する。外接する円の中心は楕円に半径 R を加

えた位置に存在するため，外接円の中心を通る楕円の

式は，式(1)，式(2)となる。 

 

長径：Ln=Tn×V/2+R          (1) 

短径：Sn= √ /2
    

(2) 

 

ここで，楕円の傾きを STn として回転変換を含めて極

座標で表すと， 

 

楕円 1：n=1 

X=L1×Cos(θ1)×Cos(ST1)-S1×Sin(θ1)×Sin(ST1)+X1          (3) 

Y=L1×Cos(θ1)×Sin(ST1)+S1×Sin(θ1)×Cos(ST1)+Y1           (4) 

楕円 2：n=2 

X = L2×Cos(θ2)×Cos(ST2)-S2×Sin(θ2)×Sin(ST2)+X2            (5) 

Y = L2×Cos(θ2)×Sin(ST2)+S2×Sin(θ2)×Cos(ST2)+Y2           (6) 

 

となり，この 2 つの楕円の交点（X,Y）が外接円の中心

となる。ここでの音速 V は仮定値であるため，この 2

つの楕円の交点（X,Y）が第 3 の楕円と交差（≒誤差

小）する時の音速 V が真の音速となる。 

 

楕円 3：n=3 

X = L3×Cos(θ3)×Cos(ST3)-S3×Sin(θ3)×Sin(ST3)+X3            (7) 

Y = L3×Cos(θ3)×Sin(ST3)+S3×Sin(θ3)×Cos(ST3)+Y3         (8) 

 

以上の 3 式より音速 V と外接円の中心座標＝X,Y（3

楕円の交点）が求まる。 

2.1.2  探査範囲の表示（映像化など）方法 

各 CH の受信波に複数の反射波が存在し目的の反射

波（受信時間）を数値処理で求められない場合は，図-

3 に示すように，各 CH の受信波を濃淡画像として映像

化することで，目的とする各 CH の受信波（受信時間）

の組合せを人間が特定しやすくする。 

 

 
図-3 濃淡画像表示の例 

Fig.3  Example of tone image display 

 

2.1.3  地中での超音波反射波解析に必要な送受信方法

および装置 

シールドマシンの側面に発信器，受信器を取付ける

ことを想定し，発信器・受信器の構造および設置位置，

設置方法について検討した。図-4 に発信器・受信器の

設置位置を示す。シールド外殻（鋼製）を直接伝わる

超音波および外殻に反射したマルチパス（反響音）に

よるノイズの影響が懸念されるため，これを軽減する

遮音構造を検討した。また，シールドマシン内部での

設置スペース等を考慮し，発信器と受信器の数を必要

小限にするための設置方法・配置を検討した。 

 

 
図-4 発信器・受信器の設置位置 

Fig.4  Setting position of a transmitter and the receiver 

 

2.2  電磁波による探査 

電磁波による探査機材として，鉄筋探査計や地中探

査レーダーが製品として存在する。2.1 節で述べた超音

波は，地中で音響インピーダンスの異なる地質の境界

面での反射を利用するものであるが，電磁波は誘電率

の異なる地質の境界面での反射を利用するものである。 

物質の比誘電率は，真空（≒空気）を 1 として，水

が 81，土粒子が 3～4，金属は導体であるため 0 として

いる。今回の探査実験では砂，砂礫，土丹，泥水，コ

既設

15ｍ

0.2m～数m

シールド相対位置と 

受信器の配置検討 
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ンクリート，裏込め材などが対象となる。 

 市販の電磁レーダーの探査距離（深度）や分解能は，

使用する電磁波の周波数に依存する。周波数が高けれ

ば分解能は良いが，電磁波の減衰が大きく探査できる

距離は短くなる。逆に，周波数が低ければ分解能は悪

いが，電磁波の減衰が少なくなり探査できる距離は長

くなる。 

一般的に，コンクリート内部の鉄筋探査計測等では，

探査距離が 20cm 程度と短くて良いため，1.2GHz のも

のが使用されている。また，地中探査（埋設配管，構

造物などの探査）用としては，探査距離が数 m となる

ため 300MHz～900MHz 程度の周波数が使用されている。 

今回の実験では探査距離が 20cm～30cm であるため，

探査距離 1m 程度の周波数 900MHz の電磁レーダーを

選択した。図-5 に今回の実験に使用する米国 GSSI 社

製の電磁レーダーを示す。 

この地中探査レーダーは，アンテナ部をスライドさ

せてスキャニングしながら計測する方式となっており，

前述の音波のような速度・位置の解析式が適用できな

い構造である。従って，施工時には対象物との距離が

分かっている場所で誘電率をキャリブレーションする

必要がある。 

 

 
図-5 実験用の電磁レーダー 

Fig.5  Electromagnetic radar for experiments 

 

3.  土槽実験 
 

既設のシールド等を考えた場合，セグメントの周囲

には注入を行なっているものと考えられる。従って，

地中超音波（振動）と材料特性（反射率および透過す

る場合の減衰率）について把握し，このデータに基づ

いて目的とする対象からの反射波を識別する方法の開

発が必要となる。そこで，土槽実験を行いこれらの影

響を探った。土槽の構造を図-6 に示す。対象物との間

に注入ゾーンなどを介在させて音波への影響を調べる

こととした。また，電磁レーダーによる測定もおこな

えるようにシールドに見立てた両面から測定できるス

ペースを持たせた。 

実験にあたり土槽および機器を以下の条件で製作し

た。 

・ 相手シールドのセグメントをφ15m の曲率と想定

し，無筋コンクリートとした 

・ 掘進（測定）側のシールドもφ15m の曲率とし，

実機と同様に鉄板で作成 

・ 超音波送受信器は鉄板面にセンターから 150mm ピ

ッチで 5 台設置 

・ 裏込め材はφ15m の曲率，厚み 10cm 

・ 土丹材料の代替えとしてソイルセメントを使用 

（目標）一軸圧縮強度 20kgf/cm2≒2MPa 

○普通土 比重 2.0 2000kgf/m3と仮定 

○含水比 25%，セメント総水量比 35%と仮定 

○土：セメント：水 → 1：0.1：0.1 

・ ベントナイト泥水：比重 1.3 

・ 泥水として比重 1.3 のベントナイト液を使用 

・ 泥水部への気泡注入用のエアーブロウ管を泥水エ

リアの下部に配置 

 

 

図-6 実験用の土槽 
Fig.6  A soil tank for experiments 

 

3.1  土丹との境界に「泥水+気泡」を入れた場合の音

波測定結果 

土槽において，相手シールドと掘進（測定）側シー

ルドの間を裏込め材と土丹，泥水+気泡で充填して，発

信器から超音波を発信した。反射した受信波形を計測

し，受信波形より伝播時間を求め，音速・位置解析を

行った。土槽での実験状況を図-7 に示す。前述のよう

に実験では土丹の代替としてソイルセメントを用いて

おり，余掘り部分は 20mm として泥水中に気泡を混入

するための配管（φ1mm の孔を空けた細孔管）をその

下部に配置し，エアーブロウと上部からの攪拌をおこ

なった。 

図-7 および図-8 に発信器および受信器の配置と反射

波の伝播距離を示す。図-7 のように，中央の発信器か

ら超音波を発信し，受信器 1～4 で反射波を受信する。

また，コンクリートおよび裏込め材で反射された送信
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波が受信器まで伝搬すると想定される経路および距離

を示す。送受信器の音源中心は設置面より約 5mm 後ろ

であるため，送信器・受信器で 5+5=10mm を計算値に

加えている。 

 

 
図-7 実験状況 

Fig.7  experiment condition 

 
図-8 機器の配置と伝播経路 

Fig.8  Devices placement and propagation path 

 

図-9 に発信器から発信された超音波の受信波形を示

す。受信波形には CH1 と CH4 は 200μs，CH2 と CH3

は 100μs で大きな振幅の受信波が見られるが，これは

泥水中を横に伝搬した波と考えられる。その理由は発

信器と受信器 CH2，CH3 の間隔は 150mm，発信器と受

信器 CH1，CH4 の間隔は 300mm であり泥水中の音速

を 1500m/s とすると，泥水中を横に伝搬する波は CH1

と 4 で 200μs，CH2 と CH3 で 100μs となるためである。 

超音波の受信時間を特定するために，周波数

（60kHz）の受信波と発信波形の相関計算を行い，相

関値を濃淡表示した。図-10 に土丹と泥水＋気泡のケー

ス（周波数 60kHz）での相関濃淡表示と相関波形を示

す。土丹と裏込め材の境界で生じた反射波は確認でき

たが，裏込め材とコンクリートの境界で生ずる反射波

は確認できなかった。その理由として，裏込め材とコ

ンクリートの境界での反射波が土丹と裏込め材の境界

で逆方向に反射され，大きな減衰を受けたためと推察

される。 

土丹と裏込め材の境界で生じた反射波について受信

時間を判定すると CH1：286μs，CH2：237μs，CH3：

237μs，CH4：283μs となった。解析は 3 チャンネル分

あれば可能なため，CH1，CH2，CH3 の数値を受信時

間として選択し，音速・位置解析を実施した。その結

果，音速：1740m/s となった。土丹の音速を約 1600～

1650m/s1）とすると想定より早い。また，マシンからの

距離は 184mm となった。これは裏込め材との距離

200mm に対して-12mm の誤差となっている。 

図-11 に音速・位置の解析画面の例を示す。土丹の速

度は既存知見 1）でも様々であり，現場の土質に応じて

異なった値となっている。一般にコンクリートであれ

ば音速は 2000m～3000m 程度と考えられる。今回製作

したソイルセメントは土丹よりもコンクリートに近い

状態なのではないかと推察される。 

 

 

図-9 受信波形 
Fig.9  Reception wave pattern 

 

 
図-10 濃淡表示と相関波形 

Fig.10  Tone display and correlative wave pattern 
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図-11 解析画面 

Fig.11  Analysis screen 

 

また，余掘り（泥水＋気泡）部分を横方向に伝わっ

てくる超音波が対象物の反射波を妨害する可能性が考

えられる。従って，対象物との距離，土質（音速）に

応じて使用する受信器の配置と組合せ方を考慮する必

要がある。 

相関値の濃淡表示は，コントラストを調整し対象物

の曲率に沿った受信時間の組合せを発見しやすくする

ことを目的にしており，一度選定した後はその点（時

間）の変位をトラッキングすることで自動化が可能で

あるが，ノイズ等で見失った場合には再度選定が必要

になる。 

3.2  土丹との境界に「泥水+気泡」を入れた場合の電

磁レーダー計測結果 

実験に使用した電磁レーダーを図 12 に示す。電磁レ

ーダは米国 GSSI900MHz アンテナとコンクリート構造

物診断機 GSSI ストラクチャスキャン SIR-3000 を使用

した。 

 

 
図-12 実験に使用した電磁レーダー 

Fig.12  Electromagnetic radar 

 

あらかじめ分かっている各層の距離に反射画像が合

致するように誘電率を設定して，模擬セグメント側か

ら測定した。図-13 に反射画像および電波受信波形を示

す。縦軸は模擬セグメント側からの距離（cm）である。 

 

 
図-13 反射画像および受信波形 

Fig.13  Reflection image and reception wave pattern 

 

図-14 に土槽のマシン側からレーダーでスキャニング

した時の反射画像を示す。反射画像の中で黒い線にな

っている部分は距離的に裏込め材付近と考えられる。

黒い＝反射が少ない＝誘電率に変化がないということ

を意味するので，裏込め材は土丹やコンクリートに比

べて誘電率が一定しているものと考えられる。 

 

 

図-14 スキャニング結果 

Fig.14  Scanning result 

 

4.  シールドマシンへの実装 
 

超音波システムまたは電磁レーダーをシールドマシ

ンに搭載する場合の設置イメージ，留意事項等につい

て示す。 

4.1  超音波システム 

超音波送受信器をマシンに設置する場合，外側に埋

め込むことでマシン鋼殻の強度的な影響を極力減らす

方法として図-15 に示す方法が考えられる。但し，実験

で確認された余掘り分での超音波伝搬を低減するため

には，図-16 のようにマシン鋼殻から 10mm～20mm 程
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度突出させる微調整機構も考えられる。この場合，マ

シン内側から必要に応じて調整することになるが，超

音波送受信器の直径は 70mm 程度であるため，止水が

可能であれば，強度的な影響は少ないと思われる。 

 

 
図-15 設置方法 

Fig.15  Setting method 

 
図-16 微調整機構 

Fig.16  Fine adjustment mechanism 

 

4.2  電磁レーダー 

地中探査用電磁レーダーの場合，通常はスキャニン

グさせて測定を行う。このため，マシン後方のセグメ

ント部でスキャニングを行うことも可能である。また，

図-17 のようにマシン鋼殻部に対摩耗性および十分な強

度を有する絶縁物の領域を設けて，電波が通過できる

ようにする方法も考えられるが，設置スペースやマシ

ンの強度的な問題を解決する必要がある。あるいは，

スキャニングせず固定させて常に真横の１点との距離

を探査する方法も考えらる。この場合には図-18 のよう

に，小さなスペースで設置可能である。 

 

 

 

 

 
図-17 スキャニング型 

Fig.17  Scanning type 

 

図-18 固定型 

Fig.18  Fixed type 

 

5.  まとめ 
 

今回，探査装置をシールドマシンの側部に設置し，

反射波により隣接トンネルとの離隔をリアルタイムに

計測・解析することを目標に，超音波方式および電磁

波方式で実験を行った。その結果，このような条件

（セグメント，裏込め材，土丹，気泡＋泥水の幅およ

び離隔距離など）では，超音波よりも電磁波すなわち

音響インピーダンスの差よりも誘電率の差を検出する

方が明瞭な結果が得られることが確認された。そこで，

今後予定されている近接並走シールド等のプロジェク

トにおいては，電磁波方式を中心に提案を行っていく

予定である。 
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