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１．はじめに 

１．１ 概論 

 本研究グループは、これまで大規模地下開発の設計・施工・維持補修を一気通貫で支援す

ることのできるシステムの設計と構築に取り組んできた。このシステムは、WEB３D1の CG 技術

と RDBMS2のデータ検索･処理機能を融合することで、PC 上に仮想の地下空間を構築し、そ

の仮想空間内をユーザーが自由に動き回り、必要とするデータにアクセスし、処理を行うシス

テムである。以下では、当該システムを GENESIS/THQ(Geo-Engineering Network Sensors and 

Intelligent Synthesis /Tunnel  Head Quarter)と仮称する。 

 これまで、本研究グループは、(財)日本建設情報総合センターより以下の研究助成を受け、

GENESIS/THQ の機能の拡充とデータ処理機能の整備、ならびにプロダクトデータモデル化

を図るとともに、瑞浪超超深地層研究所立坑工事において試験運用を実施し、ほぼ実用に供

することのできるレベルに達したものと考える。 

 

 第 2006-03 Web3D と RDBM を援用した大規模地下開発支援システムの開発 

第 2007-02 柔軟な時間管理概念を導入した 4 次元 GIS による大規模地下開発支

援システムの構築 

第 2009-01 レーザースキャナーによる地下構造物のプロダクトデータモデル構築と、

その設計･施工・維持管理への適用に関する研究 

 

 GENESIS/THQ は、当初、地下開発とその運用全期間で発生する膨大なデータを処理する

ことを目的としたため、高性能なコンピュータの利用を前提として開発された。このため、地下

発電所、石油･ガス備蓄基地、鉱山開発等の情報管理に高額な投資を行うことのできる大規

模プロジェクトにその適用範囲が限定されてきた。 

 しかしながら、 (財 )日本建設情報総合センター研究助成事業第 2009-1 において、

GENESIS/THQ を分散処理型のクラウドコンピューティング3化したことにより、あらゆる地下構

造物施工現場で GENESIS/THQ を汎用的に利用することが可能になった。すなわち、中央に

高性能なデータ処理能力と大容量データ記憶容量を持つ情報処理センターを構築し、各工

事事務所、あるいは施工現場事務所からネットを介して GENESIS/THQ を利用し得るため、中

                                                  
1 Web3D とは、Web 上での 3 次元グラフィックスの表示とその仕組みの総称である。特に、3 次元物体をユーザーが

自由に操作して、拡大や縮小、全方向への回転などが可能であるような技術を指す場合が多い。Cult3D、
Pulse3D、Viewpoint、Shockwave3D などが Web3D に該当し、オンラインショッピングなどで活用され始めている。 

2 リレーショナルデータベースマネジメントシステム (relational database management system, RDBMS) とは、エドガ
ー・F・コッドが提唱した関係モデル (リレーショナルモデル) に基づいた、コンピュータのデータベースマネジメン
トシステム (DBMS) である。 RDBMS によって構築するデータベースを、リレーショナルデータベースという。 
関係モデルにおける「関係」(リレーション) は、一般には「表」(テーブル) と呼ばれることが多い。 2007 年現在、
RDBMS は最も一般的に使われているデータベースマネジメントシステムである。いくつかの RDBMS では、オ
ブジェクト指向の機能拡張を行っている。このような RDBMS は、ORDBMS と呼ばれる (オブジェクト関係デー
タベース) 。RDBMS とされるシステムの多くは、データベース言語として SQL を採用している。 

3 従来のコンピュータ利用は、ユーザー（企業、個人など）がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなど
を、自分自身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティングでは「ユーザーはインターネットの向こう
側からサービスを受ける形になる。ユーザーが用意すべきものは最低限の接続環境のみである。 
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小規模の地下開発、例えば交通トンネルや農工業用水トンネル等の工事においてもこれを運

用することが可能となった。 

 本研究（(財)日本建設情報総合センター研究助成事業第 2010-13）は、その成果を応用し、

わが国の建設投資の中で大きな比重を占める中小トンネル施工現場への同システムの導入と、

構築されたデータベースのトンネル維持管理への適用を目的として実施している。 

 GENESIS/THQ の中小トンネル工事への適用に当たっては、上記のハードウェア投資以外

にも大きな問題が二つある。一つは、システムのプラットフォームとなる CG モデル作成に要す

る工数と費用の問題であり、もう一つは日常業務の煩雑化の問題である。一般に、トンネルの 3

次元 CG 作成には、習熟した技術者が数週間の作業時間を要し、発生する費用も多大なもの

となる場合が多く、これが前者の問題である。ある程度の技能を有する技術者が、簡便な作業

で、かつ低コストで 3 次元 CG が作成できるようにならなければ、トンネル施工現場へ汎用的に

当該システムを導入することは難しい。 

 一方、トンネルの施工管理業務は、現在でも多忙を極めているため、データベース構築とい

う新しい業務を負担させることは、施工品質の低下、ならびに施工の安全管理の不徹底という

新たな問題を生じさせかねない。さらに、データベース構築には、ある程度のデータベース言

語や XML 等に関する知識が必要となるが、これを満たした技術者を各現場に配置することは

現実的に難しい。これが後者の問題である。 

 本報告書は、上記の２つの問題を解決し、トンネル施工現場に汎用的に GENESIS/THQ を

普及することを目的として実施した、平成 23 年 4 月末時点までの助成研究の成果を取りまとめ

たものである。前者の問題解決に関しては、CALS/EC の普及により、配布されるようになった

CAD データと GENESIS/THQ の RDBMS 機能を援用することでトンネルの 3 次元 CG モデル

を汎用的、かつ効率的に作成する手法を開発し、マニュアル化した。その手法と実際を第 2 章

に示す。 

 また、後者の問題解決に関しては、日常の施工管理業務そのものを GENESIS/THQ のシス

テム内で実施することで、これまでの管理業務と同等の作業でデータベースを構築するシステ

ムを志向した。今日、トンネルの施工管理業務のほとんどは現場事務所の PC 上にある各種ソ

フトで処理されるが、このソフトに対するデータ入力とソフト処理の間にデータベースを介する

ことで、日常のデータ入力業務がそのままデータベース構築につながるシステムの設計に着

手した。 

 しかし、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により、当初、モデル現場としていたトンネルが

工事中止になり、急遽モデル現場を変更せざるを得なかった。このため、大幅なスケジュール

変更が懸念されたが、三井住友建設株式会社が施工する複数のトンネル現場からの多大な

支援を受け、研究終了時には、ほぼ当初の目標を達成できた。 
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１．２ GENESIS/THQ の概要 

 前述のように、GENESIS/THQ(Geo-Engineering Network Sensors and Intelligent System / 

Tunnel Head Quarter)は、地下開発の設計・施工・維持補修を一気通貫で支援することを目的

とした施工管理支援システムである。その特徴は、WEB３D4の CG 技術と RDBMS5のデータ検

索･処理機能を融合することで、PC 上に仮想の地下空間を構築し、その仮想空間内をユーザ

ーが自由に動き回り、必要とするデータに直感的にアクセスし、処理を行うことが可能な点にあ

る。これまでのデータベースは、データ検索にキーワード入力を用いていたため、適切なキー

ワードを入力しなければ必要とするデータにアクセスすることができなかった。当システムでは

データベース上にデータが格納されている箇所の仮想空間にタグ（Map Symbol）が現れ、こ

れをクリックすることで必要な情報に容易にアクセスすることができる。図-1.1 は、瑞浪超超深

地層研究所立坑工事の仮想空間上で、ボーリングコア写真にアクセスする手順の概略を示し

たものである。また、Fuzzy 理論に基づく柔軟な時間軸をデータ管理に導入したことにより、あ

いまいな時間記憶に対してもデータアクセスを容易とした。図-1.2 は、あいまいな時間記憶か

ら立坑掘削進行を特定する手続きを示したものである。 

 

Map Symbol 

  

図-1.1 仮想空間上からのデータ呼び出し 

  
図-1.2  あいまいな時間記憶からの立坑掘削振興の同定 

                                                  
4 Web3D とは、Web 上での 3 次元グラフィックスの表示とその仕組みの総称である。特に、3 次元物体をユーザーが

自由に操作して、拡大や縮小、全方向への回転などが可能であるような技術を指す場合が多い。Cult3D、
Pulse3D、Viewpoint、Shockwave3D などが Web3D に該当し、オンラインショッピングなどで活用され始めている。 

5 リレーショナルデータベースマネジメントシステム (relational database management system, RDBMS) とは、エドガ
ー・F・コッドが提唱した関係モデル (リレーショナルモデル) に基づいた、コンピュータのデータベースマネジメン
トシステム (DBMS) である。 RDBMS によって構築するデータベースを、リレーショナルデータベースという。 
関係モデルにおける「関係」(リレーション) は、一般には「表」(テーブル) と呼ばれることが多い。 2007 年現在、
RDBMS は最も一般的に使われているデータベースマネジメントシステムである。いくつかの RDBMS では、オ
ブジェクト指向の機能拡張を行っている。このような RDBMS は、ORDBMS と呼ばれる (オブジェクト関係デー
タベース) 。RDBMS とされるシステムの多くは、データベース言語として SQL を採用している。 
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 現在、GENESIS/THQ は、図-1.3 および写真-1.1 に示す分散処理型のクラウドコンピューテ

ィング6化がなされており、ネットを介しての利用が可能となっている。なお、本年度研究に関し

ては、情報管理の観点からスタンドアローンの PC で開発を行っている。 

 

 

図-1.3  GENESIS/THQ の分散処理型クラウドコンピューティングシステム構成図 

 

     

  (a)データ処理・インデックス・      (b)Web データ提供       (c)並列分散データベース 
    ScreenWall（Linux PC 12 台）      （Linux PC 4 台）         （Mac １２台） 

写真-1.1  GENESIS/THQ の分散処理型クラウドコンピューティング構成（室蘭工業大学） 

  

                                                  
6 従来のコンピュータ利用は、ユーザー（企業、個人など）がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなど

を、自分自身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティングでは「ユーザーはインターネットの向こう
側からサービスを受ける形になる。ユーザーが用意すべきものは最低限の接続環境のみである。 
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最後に、GENESIS/THQ の超大容量データ処理能力を示すため、瑞浪超超深地層研究所立

坑工事において採取されたレーザースキャナーによる立坑壁面形状データ処理例を図-1.4

に示す。 

 

  

          (a)(3D モデル)                (b) (テクスチャ) 

  

       (c)(点群)          (d)(3D モデル)と(テクスチャ)の複合表示 

図-1.4  GENESIS/THQ による立坑壁面形状データ処理例 
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２． RDBMS 機能を援用した３DCG モデル作成システム 

２．１ 概要 

 CALS/EC の普及により、施工図面等が CAD データで配布されることが一般的になった。し

たがって、３D モデルの作成は、配布された CAD データを基に実施することが合理的であり、

大幅な効率化が期待されることは言を俟たない。 

 しかしながら、土木製図では第三角法1が用いられていないため、CAD データを用いたとし

ても自動的に３D モデルを作成することは難しい。このため、ある程度の人力作業が必要とな

るが、対象をトンネルに限定することで、トンネルの３DCG モデル作成過程をマニュアル化が

可能となり、大幅な効率化が可能となると考えた。 

 一般に、三次元のトンネルモデルを作成する手順は、断面図や支保パターン図、トンネル線

形図を参照し、トンネル掘削断面をトンネル線形に合わせて展開し、ベースとなるトンネル３D

モデルを作成した後、これに合わせて覆工コンクリートや吹付けコンクリート、ロックボルト、鋼

製支保工等の支保部材を配置するというものである。このような三次元モデルは、トンネル延

長が大きければ大きいほどデータ量が大きくなるだけでなく、その操作に膨大な記憶容量が

要求され、その処理速度が大きく低下するという問題が発生する。また、切羽進行に合わせて

三次元のトンネルモデルを作成する場合、ほぼ同じ作業を繰り返さなければならないという問

題もある。 

 

 

単位支保パターンモデル 

データ 

トンネル線形 

データ 

支保パターン分割 

データ 

 

RDBMS 

トンネル３D モデル 

 

図-2.1 RDBMS 機能を援用したトンネル３D モデル作成概念 

 

 このため、本研究では GENESIS/THQ のＲＤＢＭＳ機能をトンネル３Ｄモデル作成に援用す

ることで上記の問題の解決を図るとともに、モデル作成の効率化を試みた。すなわち、各トンネ

ル支保パターンの一掘削長を一つの単位としたトンネル３Ｄモデルをデータベース上に登録

するとともに、トンネル線形データ、および支保パターン分割データをデータベース上に登録

                                                  
1 第三角法による図面は、正面図（前から見た図）、平面図（上から見た図）、および側面図（横から見た図）から構

成され、それらを描く位置は厳密にさだめられている。すなわち、正面図の真上に平面図を描き、正面図の真横に

側面図を描く。また、正面図は品物の最も代表的な面とすることが決められている。一般的な図面は 3 方向からの

図面で立体の形状を適切に表すことができ、そのような図面を三面図と呼ぶ。なお、円柱などの場合は 2 方向から

の図面ですむ場合もある。 
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し、参照したいトンネル区間に応じた支保パターンの単位３Ｄモデルを組み合わせることにより、

トンネル３Ｄモデルを作成しようとするものである。 

 以下では、2.2 節に CAD データを基にマニュアル化した単位支保パターンモデルデータの

作成法を、また 2.3 節にトンネル線形データの作成手順を示す。 
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２．２ 単位支保パターンモデル作成のマニュアル化 

 わが国で配布される施工図面等の CAD フォーマットはオートデスク社が策定した DWG 形式
2であることがほとんどであるため、3D モデリングソフトにインポートできない場合が多い。このた

め、DXF 形式3に変換する作業が必要となる。また、CAD データはポリラインで描画されている

ため、３D として実体化するためには、描画ソフト等で線間に面等の要素を挿入しなければな

らない。以下の単位支保パターンモデル作成作業では市販の 3DS MAX と Metasequioa を描

画ソフトとして、また CAD ソフトとして AutoCAD civil 3D を使用した。 

 以下に作業手順を示す。なお、｛｝は各ソフトのコマンド等を示すものである。 

 

(1) CAD データのインポート 

 ＤＸＦに変換された CAD データを３ＤＳ ＭＡＸ上にインポートすると、３DS MAX 上で編集可

能なスプラインの集まりが図-2.2 のように表示される。 

 

 

 

図-2.2 ３D MAX 上に読み込まれたトンネル支保パターン図 

 

 

（２）不要データの削除とワールド座標原点への移動 

 インポート後、三次元トンネルモデルの作成に必要なデータ以外を削除するとともに、ワール

ド座標系状で以降の作業を行うため、レイヤ：Ｂ－ＤＭＫの軸（黄色の線）を参考に、ワールド

座標原点とトンネル中心を図-2.3 のように一致させる。 

                                                  
2 バイナリ形式で二次元、もしくは三次元のベクトルデータ、レイヤ、線種等の図面データ、およびメタデータ等の情
報を含む CAD ファイル形式。DWG 形式は AutoCAD のバージョン間で差異があり、古いバージョンで読み込めた
場合でも、編集などの操作によって一部の情報が脱落する場合がある。また、オートデスク製品以外から保存され
た DWG ファイルには、データ構造上に欠損のあるものがあり、編集中のソフトウェアを不安定にすることもある。 
3他の CAD ソフトウェアとのファイル交換を容易にするため、オートデスクが定義した CAD ファイル形式。DXF は公
開された仕様と可読性の高いテキスト形式という特徴により、サポートするサードパーティ製のソフトウェアも開発し
やすくなっている。 
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図-2.3 不要データを削除し、ワールド座標系に原点を一致させる 

 

(3)二次元トンネル断面の作成 

 図-2.4 のように、ロックボルトや鋼製支保工のトンネル断面にかかわる以外のポリゴンを消去

した後、残ったポリゴンを図-2.5 のように｛編集可能ポリゴン｝に変換することによって３ＤＳ Ｍ

ＡＸ上での処理が可能となる。なお、変換後のデータ形式は点群データである。 

 

 
図-2.4 トンネル断面以外のポリゴンデータの削除 

 

図-2.5 点群データへの変換 
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（4）コンクリート部材二次元モデルの作成 

 (3)で作成したトンネル断面の点群に沿って、コンクリート部材厚さに相当する面を張ることで、

コンクリート部材の二次元モデルを作成する。なおここでは、吹付コンクリートは青、覆工コンク

リートは赤、インバートは緑系のマテリアルで統一することとした。 

 

 

図-2.6 コンクリート部材二次元モデルの作成 

 

(5)トンネルモデルの立体化 

 コンクリート部材の二次元モデルを作成後、それぞれの面を押し出して立体化を行う。また、

押し出した側と反対方向に鏡面を生成し、立体モデルとして閉じる。なお、押し出し寸法は、

各支保パターンの一掘削長とする。図-2.7 に、ベースとなる立体化した三次元トンネルモデル

を示す。 

 

 
図-2.7 立体化したトンネルモデル 
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（6）ロックボルト・モデルの作成 

 ロックボルトや鋼製支保工等の支保部材は離散的に配置されるため、トンネル断面やコンク

リート部材とは別途にモデルを作成する。 

 ロックボルトの作成では、(1)(2)の手順を踏襲した後、図-2.8 のように｛編集可能スプライン｝

で認識されるロックボルト以外のポリゴンを消去する。この状態で、｛レンダメッシュを表示（編集

タブ/レンダリング）｝をチェックすると、その各ロックボルトのポリゴンを軸とした多角柱ができる。

ここでは、多角柱を 12 角柱とし、その半径をロックボルト径とし、マテリアルは黄系とした。なお、

フォアポーリングも同様の手法で作成することが出来る。 

 

 
図-2.8 {編集可能スプライン}で抽出されたロックボルト要素 

 

（7）鋼製支保工モデルの作成 

 構成支保工モデルの作成方法は、H 型鋼部位と継ぎ手板・底板部で異なり、別々に作成し

た部位を合体することで構成支保工モデルとした。 

 具体的には、H 型項部位のモデル作成は、(1)(2)(3)の作業を踏襲し、図-2.9 のようにワール

ド座標原点とトンネル中心を一致させ、不要なポリゴンを消去し、さらに｛編集可能ポリゴン｝へ

の変換等の下準備を行った後、構成支保工の点群に沿って図-2.10 のように面を挿入してゆく。

モデルの押し出しは設計図の値にのっとって、リブ部とフランジ部を別々に押し出す。この時

点では、図-2.11 のようにＨの形（エの形）になるように押し出す。なお、この時点では図-2.11

のように、マテリアルを一時的に水色とした。 
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 図-2.9 構成支保工モデル作成の下準備  図-2.10 構成支保工モデル面要素の挿入 

   

 図-2.11  H 型項部位モデルの押し出し  図-2.12 Metasequoia 上の継ぎ手板モデル作成 

 

 継ぎ手板モデルと底板モデルは、3D モデル作成ソフト Metasequoia を使用し、図-2.12 のよう

に通常の手法で作成し、拡張子を.3ds としたファイルに保存する。このファイルを 3DS ＭＡＸ

側でインポートし、図-2.13 の要領で H 型項部位のモデルに継ぎ手板と底板を設置し、{アタッ

チ}により、一つの同じオブジェクトとする。このため、合体前のマテリアルは、全ての部位で水

色とした。なお、合体後のマテリアルは赤茶色とした。 

 

    

    (a)継ぎ手板の設置             (b)底板の設置      (c){アタッチ}コマンド 

図-2.13 構成支保工モデルの合体 
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(8)鋼管長尺フォアパイリングモデルの作成 

 鋼管長尺フォアパイリングに相当するポリゴンを他のポリゴンと区別するため四角形に変換し、

鋼管長尺フォアパイリングの打設角に合わせて回転させた後、｛編集可能ポリゴン｝に変換す

る。変換後、長尺フォアパイリングの打設長に合わせ、打設開始位置を図-2.14 のように単位

支保パターンモデルのワールド座標系 y=0.0 に移動する。 

 

 

図-2.14 鋼管長尺フォアパイリングモデルの作成 

 

(9)各部材モデルの合成 

 各支保パターンに関連する全てのモデルデータを一つに合成する。鋼製支保工やロックボ

ルト等の支保部材は、設計図に明記された距離に配置する。なお、合成後の単位支保パター

ンモデルのマテリアルの不透明度などの調整が必要になる。 

 

 
図-2.15 各部材モデルの合成 
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以上のような手順に従い作成した K トンネル、および S トンネルの単位支保部材モデルを図

-2.16、および図-2.17 にそれぞれ示す。 

 

 
        (a)DⅢa                   (b)DⅢb                    (c)DⅠ 

 

     (d)DⅠ(series)              (e)CⅠ         (f)CⅡb 

    
                  (g)CⅡL                     (h)DⅢa(front view) 

 
(i) DⅢa(Bird eye’s view) 

図-2.16 K トンネルの単位支保部材モデル例 
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       (a)CⅠ-2                   (b)CⅡ-2b                 (c)CⅡ-2i 

   
     (d)CⅡ-RandL                (e)DⅠ-2b                  (f)DⅡ-2 

 
       (g)DⅢ-2                  (h)DⅢ-2a                   (i)DⅢ-2p    

 

     (j)DⅡ-2 フォアポーリング部拡大        (k)DⅢ-2p ウィングリブ部拡大 

図-2.17 S トンネルの単位支保部材モデル例 



 17

２．３ トンネル線形データの作成 

 トンネル線形データは、トンネルの平面線形、ならびに縦断勾配等の情報を与えるデータで、

GENESIS/THQ の RDBMS 機能を利用して、このトンネル線形上に単位支保パターンモデル

を配置することで、３D トンネルモデルを形成することができる。 

 トンネル線形データを作成するために必要な基本データはトンネル中心線のみでよいが、将

来的な GENESIS/THQ の機能拡張を考慮し、ここでは、トンネル中心線、道路中心線、トンネ

ル幅、坑口切土形状ならびに計測点もトンネル線形データとしてトンネル平面線形の CAD デ

ータから取り込むこととした。 

 トンネル工事で配布されるトンネル平面線形の CAD データには、トンネル線形データに必要

なデータ以外にも、等高線や土地所有データ等の多様なデータが含まれている。しかし、公

共事業で作成される CAD データは地物オブジェクト毎に異なるレイヤに作画されているため、

トンネル線形データの作成は比較的容易な作業で行うことが出来る。その作成手順は、以下

のようなものである。なお、以下の作業では CAD ソフトとして AutoCAD civil 2011 を使用した。 

 

（１）必要レイヤの抽出 

 配布された DWG 形式のトンネル平面線形の CAD データを AutoCAD civil 2011 上で展開

すると、図-2.18 のようにトンネル線形以外の多様な情報が画面上に描画される。ここで、図

-2.19 のようにレイヤ情報をもとに、不必要な情報を非表示にし、この状態でファイルを DXF 形

式で保存すると、非表示データは出力されないからファイルは線形データに必要なデータだ

けが保存されることとなる。 

 

  

図-2.18  AutoCAD civil 2011 上で展開したトンネル平面 CAD データ 

 

 図-2.20 は、このようにして保存したファイルを、再度、AutoCAD civil 2011 上で展開した画

面である。図に示されるように、トンネル中心線、道路中心線、トンネル幅、坑口切土形状なら

びに計測点のみが表示されていることが分かる。 
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図-2.19 レイヤ選択画面 

 

 
(a)道路線形全体 

 

（ｂ）トンネル坑口部拡大 

図-2.20 トンネル線形データに必要な情報のみを保存したファイル展開画面 
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(2)Z 軸情報補正 

 図-2.19 に示したトンネル線形データに必要な情報のみを保存した CAD ファイルは、平面上

にトンネル中心線、道路中心線、トンネル幅、坑口切土形状等高線等が描画された二次元デ

ータであり、トンネル縦断勾配等の Z 軸方向の情報が含まれていない。したがって、このままで

は立体的なトンネルモデルを作成することはできても、3 次元プロダクト･データ･モデルとして

供すことはできない。 

 このため、トンネル中心線の z-座標をスプリングラインのトンネル縦断勾配に併せて補正する。

この作業は手動で行うしかないが、一般にトンネルの縦断勾配形状は単純なため、さほどの労

力を要することはない。図-2.21 に z-軸情報を補正後し、単位支保部材モデルを連結したトン

ネル３D モデルを示す。図において、黄土色のマークは切羽観察を実施位置を示し、これをク

リックすると、切羽観察情報が現れるといった形で、GENESIS/THQ データ管理機能と同様の

情報管理機能を持たせるようにしている。 

 

 

図-2.21 z-軸情報を補正し、単位支保部材モデルを連結した三次元トンネルモデルの例 
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３．トンネル施工管理のためのデータ構造の設計とその入力システム 

３．１ 概説 

 本章では、GENESIS/THQ(Geo-Engineering Network sensors and Information Synthesis)上

にトンネル施工管理データを展開するための具体的なデータ構造設計とその入力システムの

実装を行う。 

 トンネル施工管理においては、切羽進行データを適切に管理することが最も重要となる。こ

れはトンネル施工に関わるほとんどの作業、および変状等のイベントが切羽進行に付随して発

生するためであり、切羽前方、あるいは切羽到着前に何らかの作業やイベントが発生すること

はほとんどない。したがって、切羽進行データは対象とするトンネルの施工管理データの Mile 

Stone となり、そのトンネルで発生する全ての作業やイベントは切羽到達位置、あるいは到着日

時との整合性を保って管理されなければならないためである。本章では、トンネル施工管理シ

ステムのプラットフォームとなる GENESIS/THQ の概要を 3.2 節に示し、3.3 節において上半切

羽進行データ、ならびにこれに付帯する下半切羽、インバート施工、覆工コンクリート施工の進

行を管理するデータ構造を設計するとともに、日々これをトンネル施工の現場で管理するため

のシステムを実装する。 

 また、3.4 節では、トンネル施工管理データの利用例として、切羽観察データ、ならびにこれ

を基にした岩判定データの検索･処理システムの設計と実装をおこなう。これらのデータは、

NATM においてトンネル支保パターン等の決定に供せられる最も重要な管理データの一つで

ある。 

 なお、本章で設計・実装したシステムは、国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所

と三井住友建設株式会社栗子トンネル作業所のご協力を得、東北中央自動車道栗子トンネ

ル（山形側工事）をモデルとして作成した。また、実装した機能やユーザーインターフェース等

は、三井住友建設株式会社栗子トンネル作業所職員とのディスカッションにより決定したもの

である。Appendix A に東北中央自動車道栗子トンネル（山形側工事）の概要を、また

Appendix B に栗子トンネル作業所職員とのディスカッションメモを示す。 
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３．２ GENESIS/THQ の概要 

(1) GENESIS/THQ の基本構造 

トンネル施工管理支援システムのプラットフォームとなる GENESIS/THQ の基本構造概念を

図-3.1 に示す。図において、A の仮想空間は VRML/X3D によって構築された仮想の地下空

間である。この仮想空間内を、ユーザーはマウス等の操作によって視点を制御することで、あ

たかも歩行するかのように移動することが可能となる。そして、この操作により、求める情報が発

生した地点へと移動することとなる。 

 

Genarating Web3D 
Objects 

JAVA  Uplet 

Internet 

C: Logic Engine 

Data 
Base 

A：4-dimension Virtual 
    Reality Space 

B：Interactive  
    Transaction 

Data Request 
 

図-3.1 システム構造の基本概念図 

 

このとき、この仮想空間が時間情報と連動するならば、仮想空間は指定された日時に応じた

形状に変化する。すなわち、指定した日時における掘削延長や施工段階に応じた形状の仮

想空間が現出する。  

 次に、B の両矢印は情報処理の要求とその表示を示すものであり、ここでは対話型情報処理

を想定している。すなわち、ユーザーは情報を取得したい仮想空間上へ移動したのち、その

地点で情報の呼び出しや処理の要求を行うこととなるが、その操作を表したものが B の両矢印

である。ユーザーから要求を受けると、C の情報処理エンジンがデータベース上を検索し、必

要な情報を収集するとともに、要求に応じた演算を実施し、その結果を表示する。 

このような処理は、検索するデータの主キーとして位置情報、ならびに時間情報を採用し、

RDBMS との連携を確保することで可能となる。 
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図-3.2 システムのフレームワーク 
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以上のようなシステム開発アプローチは図-3.2 のように図化することができる。図に示すよう

に 、 シ ス テ ム は 大 き く ① DataBase 、 ② Process ＆ Analysis 、 な ら び に ③ Presentation ＆

Visualization の機能に分類される。このうち、①および②の機能は RDBMS で提供される機能

を援用して具現化され、③は Web3D の機能そのものである。 

ま た 、 シ ス テ ム は Web 上 に 構 築 さ れ る た め 、 各 機 能 間 の デ ー タ の や り 取 り は

XML(eXtensible Markup Language)を介して行うものとした。XML を用いることの利点は、簡

単な構文で多様な形式を取り扱えるだけでなく、ネットワーク上で種々のサービスを可能とする

点にある。すなわち、リモート経由で他のコンピュータのサービスを呼び出したり、Web 上でベ

クター画像の表現を行う等の機能をシステムに実装することが可能となる。  

 

(2) GENESIS/THQ の時間フレームワークとデータベース構造 

 地下開発に関わる情報には、地質環境や地理情報等のように時間経過にほとんど影響さ

れない情報だけではなく、切羽進行や現場計測データ等のように時間経過に大きく依存する

情報も含まれる。静的な情報は、今日の RDBMS と親和性が高く、RDBMS によって提供され

る機能をそのまま使用することが可能である。しかしながら、動的な情報に対してはRDBMSの

機 能 と 時 間 概 念 を 連 動 さ せ る こ と の で き る 機 構 の 設 計 が 必 要 と な る 。 こ の た め 、

GENESIS/THQでは分散型のタイム･セグメント方式を採用し、これに関連付けたデータベース

構造を考えた。 

 トンネル施工の場で発生･変化する膨大な情報群をすべてメモリー上にロードし、演算処理

することは CPU やメモリーに過大な負荷を与え、効率的なデータ処理が困難である。このため、

図-3.3 に示す要領で、時間軸を適当なタイム・セグメントに分割し、必要なデータのみをロード

する時間データ構造を採用した。 

 

ti
-∞ +∞ti+1

si

ti-1 ti+2

si-1 si+1

Segment Initial 
State  

Full Copy I

Full copy II

T: time  S: time segment

Full copy III

 

図-3.3 時間情報参照系とタイム・セグメントの分割 

 

すなわち、時間軸を任意のスパンで多数のタイム・セグメントに分割し、各セグメントの初期

状態ではその時刻で有効なオブジェクトに関するすべての情報がフルコピーされるものとする。

そして、各タイム・セグメント間で発生する情報の生成･変化･消滅は、その変動だけが記録さ

れるものとする。 
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このタイム・セグメント分割において、各タイム・セグメントの間隔は一様である必要はなく、そ

れぞれのタイム・セグメントが持つ情報の特性に応じて、その間隔を定めればよく、またその時

間境界も厳密である必要はない。したがって、地下構造物に特有の地質情報、すなわち、地

層、地質構造、化石等の地質オブジェクトに関する時間情報管理は地質年代や年代的層序

区分等を用いて行うことが可能となる。例えば、カンブリア紀末、ジュラ紀中期等のような表現

である。 

このような時間区分は正確な時間境界を定義することが難しく、いわば曖昧(Fuzzy)な時間

概念である。地質年代について言えば、研究者によって地質時間の参照系が異なり、今日も

その統一した定義は成されていない。当該システムにおいては、このように曖昧な時間概念に

特定の定義付けを行うことなく、曖昧のまま処理することを考えた。ただし、時間軸上における

順序の整合性は担保しなければならない。しかし、これも厳密なものではなく、ジュラ紀前期は

ジュラ紀中期よりも古いというような、常識的な順序が確保されれば良い。 

このような時間管理を可能とするためには、データベース上で表記可能な時間領域を大きく

取る必要がある。このため、GENESIS/THQ では時間情報を表-3.1 のようにダブルや 64 ビット

整数によって表記することを提案する。このような標記を用いることの利点は、地質年代を含む

広範囲な時間領域の取り扱いを可能とするだけでなく、時間情報と座標データとを同じ数値型

で取り扱うことが可能なため、時間データに対して空間データと同じインデックスを用いること

ができる点にある。 

 

表-3.1 当該システムのデータベース時間表記 

データタイプ 表現可能空間 

DATETIME 1000-01-01 00:00:00 to 
9999-12-31 23:59:59 

DATE 1000-01-01 to 9999-12-31 
TIMESTAMP 1970-01-01 00:00:00 to partway t 

through the year 2037 
TIME -838:59:59 to 838:59:59 

 

(3)GENESIS/THQ のデータモデル定義と SQL によるデータモデルの記述 

 以上の空間概念と時間概念の定義に従い、地学データの世界をテーマによって分類するこ

とを考える。いま、すべての地学テーマは、空間情報 SD(Spatial Data)、時間的に鋭敏な特性

FCA(Frequently Changing Attribute)、ならびに時間的に安定な特性 SA(Stable Attribute)の関係ス

キーマ(Relation Scheme)によって記述されるものとし、それぞれのテーブルが次のような見出

し(Heading)を持つものとする。 

 

SD(OID, SD, SMBB, TMBB) 

FCA(OID , TMBB, A) 

SA(OID , TMBB, A) 
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すなわち、SD、FCA、ならびに SA は OID(Object Identifier)、SMBB(Spatial Minimum Bounding 

Box)、TMBB(Temporal Minimum Bounding Box)、および A(Attribute)の変数群によって表現され

るものと考える。ここで OID は、地学オブジェクトの ID であり、関係データモデルの関係の主キ

ーとなる。また、SMBB と TMBB は SD を表記する上で最小限必要な空間領域、ならびに時間

領域をそれぞれ規定する外部キーである。 

さらに、A は地学データの属性を示す変数であるが、FCA と SA とでその属性は異なり、互い

に排他的な属性変数が用いられることに注意が必要である。これは、一つの地学オブジェクト

に対して、静的な情報と動的な情報とに分離されるためであり、いうまでもなく静的な情報は

SA の属性となり、動的な情報は FCA の属性となる。たとえば、任意の位置に設置された計測

センサーの空間位置は静的な属性であるが、その測定された値は動的な属性である。また、

坑道内を移動する車両の空間位置は動的な属性であり、車両の運転者は静的な属性である。

これらの例にみられるように、同じ空間位置でも地学オブジェクトによって、動的属性になった

り、静的属性になったりすることに注意が必要である。 

また、このように静的な属性と動的な属性を峻別して情報管理することの利点は、動的な属

性の変化だけを更新することで任意の地学オブジェクトの変化を記述することにあり、データ

の冗長(Redundancy)を減少することが可能な点にある。 

 

(4)検索演算 

前節に示したデータモデルの記述を用いれば、以下のような検索演算が可能となる。今、

現場計測データのうちから、オブジェクト ID=1 の測定機器が 2007 年 1 月 1 日(Ts)から 2007

年 12 月 31 日(Te)の間に測定したデータを選択する問題を考える。このとき、時間区間を

tj=20070101，tj+1=20071231 とすると、以下の操作によってそれぞれのテーブルでこの条件に

該当する要素を抽出することができる。すなわち、 

 

        

SASASA

FCAFCAFCA

SDSDSD

tjtjTMBBOIDtjtj

tjtjTMBBOIDtjtj

tjtjTMBBOIDtjtj

]1,[]1[
1

]1,[

]1,[]1[
1

]1,[

]1,[]1[
1

]1,[



















         (1) 

 

ここで、Aｋ[m,m+1]はテーブル A のうち、OID=1 かつ m≦TMBB≦m+1 の期間内にある要

素の集合を示す。また、δL[nn]A は、テーブル A において見出し L の条件[nn]に適合する要

素を抽出する演算子を、また○× は自然結合の演算子を示す。 

このように抽出された要素群を、さらに次式のように自然結合することで、目的とするデータ

の選択が可能となる。 
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       1
]1,[

1
]1,[

1
]1,[   tjtjtjtjtjtj

C SAFCASDT           (2) 

 

上記のように、すべての地学テーマを空間情報 SD、時間的に鋭敏な特性 FCA、ならびに

時間的に安定な特性 SA の関係スキーマによって記述することにより、FCA のみに動的な情報

が記述されることになり、データ構造が非常に単純化される。このデータ構造では、データ選

択作業に複数以上の段階を要することになるが、データ構造が単純なためテーブル結合操作

も単純化され、テーブル結合操作によるシステム性能低下を回避し得るものと考える。 

は幾何学データ SD, 時間変化する特性 FCA,ならびに時間的に静的な特性 SA の一次結合

として表すことができる。したがって、本研究で設計したデータベース構造を仮想空間構築に

適用することが可能となる。この考えに従えば、ユーザーは必要な幾何学ユニットをデータベ

ースから抽出し、それらを組み合わせることで所要の仮想空間を構築することが可能となる。 
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３．３ トンネル進行管理データの構造 

3.3.1 トンネル進行管理のための XML ファイル 

 GENESIS/THQ 上でトンネル進行管理を行うことは、時間的に鋭敏な特性 FCA(Frequently 

Changing Attribute)を作成することに他ならない。すなわち、FCA を同定する因子 OID(Object 

Identifier)、TMBB(Temporal Minimum Bounding Box)、および A(Attribute)を、トンネル施工に応じ

て入力することとなる。 

 一般に、トンネル進行管理は、一般に上半切羽の到達日時によって管理されが、包括的にト

ンネル施工管理を行うためには、これに随伴して施工される下半切羽進行やインバート施工、

覆工コンクリート施工も正しく管理しなければならない。ここでは、これらを加背進行やイベント

を個別の XML 管理することとし、実務的にはトンネル進行に合わせて、各 XML ファイルを入

力・作成・保存するシステムを考えた。表-3.2 に、実際に作成する XML ファイルとその格納フ

ォルダの一覧を示す。なお、表-3.2 には、トンネル施工管理データの利用例として実装する切

羽観察データの XML ファイルも併せて示している。 

 

表-3.2 トンネル進行管理のために作成される XML ファイルとその格納フォルダ 
加背割/イベント XML ファイル 格納 

上半掘削 upperHalf.xml xml/upperHalf フォルダ 
下半掘削 lowerHalf.xml xml/lowerHalf フォルダ 

全面 invert.xml xml/invert フォルダ 
左側 invertL.xml xml/invertLf フォルダ インバート掘削 
右側 invertR.xml xml/invertR フォルダ 

覆工コンクリート lining.xml xml/lining フォルダ 
切羽観察 workingFace.xml xml/workingFace フォルダ 

 

表-3.3 既存の切羽進行管理ファイルサンプル 

掘削進捗率

日進 累計 日進 累計 日進 累計 （上半分とする）

（ｍ） （ｍ） STA. + （ｍ） （ｍ） STA. + （ｍ） （ｍ） STA. + （％）

月 日 曜日 支保工 No. 支保工 No. 支保工 No.

1.0 4.0

No.5

3.0 7.0

No.8

3.0 10.0

No.11

ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付け

STA.201+45.0

距離程上半 下半 距離程距離程

STA.201+42.0

備　　　　考

0.66

STA.201+49.0

昼・夜方掘削

F-Sﾎﾞﾙﾄ　N=11本

支保
ﾊﾟﾀｰﾝ

ＤⅢa-A

25

平成21年

月

火

8

水8 26
STA.201+49.0

ＤⅢa-A

STA.201+39.0

STA.201+49.0

STA.201+49.0

STA.201+49.0

24

8

0.27

ＤⅢa-A 0.46

STA.201+49.0

 

 

 表-3.3 は、今日、一般的に作成される切羽管理ファイルの例を示したものである。掘削工法

等によって若干の違いはあるが、表-3.3 に示されるように各加背毎にその日の進行長と累計

延長が示される。上半掘削の進行は、支保工の基数から（支保工基数×支保工間距離）で日

掘削長を計算することもあるが、支保パターン変更点や突発的な切羽変状等で支保鋼管距離

が調整されることがあるため、累計の施工延長は必ず距離低で管理される必要がある。 

 表-3.3 を例に、各 XML ファイルの構造を以下に示す。 
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（１）上半掘削進行管理 XML ファイル 

 表-3.3 中の 2009 年 8 月 24 日の上半掘削進行管理 XML ファイルが平成 21 年（2009 年）8

月 24 日 8:00:00 時点の進行データであるとすると、この XML ファイルは 20090824080000.xml

として保存される。すなわち、入力時の西暦年月日時分秒を first name とする XML ファイルが

xml/upperHalf フォルダ内に作成される。この XML ファイルの構造は図-3.4 に示すものであ

る。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<tunnelProgress id="0" type="upperHalf" progress = "4" total ="5" roadDistanceNo="201" roadDistanceDelt="45" dayTime="20090824080000"> 
  <timeAndDay year="2009" month="08" day="24" dayOfWeek="月" timeHour="08" minute="00" second="00"/> 
  <supportPattern name="ＤⅠ"/> 
  <progressRate rate="0.27"/> 
  <remarks></remarks> 
</tunnelProgress>  

図-3.4 上半掘削進行管理 XML ファイルの構造 

 

 図-3.4 において、<tunnelProgress>タグは、トンネル進行を示すタグであり、その属性は表

-3.4 に示すものである。また、<timeAndDay>タグは、入力年月日、曜日、ならびに時刻を、

<supportPattern>タグは、対象とする区間の支保パターンをそれぞれ管理するタグである。さら

に、<remarks>タグは、当該入力時における備考を管理するタグであり、表-3.3 の備考欄に対

応する。 

 

表-3.4 <tunnelProgress>タグの属性 
id 入力 ID 番号。各加背割り、もしくはイベント毎にユニークであること。 
type 上半掘削を示すコード =”upperHalf” 
progress 各入力における進行距離 
total 累計の進行距離 
RoadDistanceNo 入力時の最終進行のステーション番号 
RoadDistanceDelt 入力時の最終進行のステーション内距離 
daytime 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁）

 

（２）下半掘削進行管理 XML ファイル 

 下半掘削進行管理 XML ファイルの構造を図-3.5 に示す。図に示すように、下半掘削進行

管理 XML ファイルは、上半掘削進行管理 XML ファイルから<supportPattern>タグ、<progress 

Rate>タグ、ならびに<remarks>タグを省いたものであり、<tunnelProgress>タブと<timeAndDay 

>タグだけで構成されており、<tunnelProgress>タブの属性は表-3.5に示しすものである。また、

ファイル名も上半掘削進行管理 XML ファイルと同一の名付け方を採用した。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<tunnelProgress id="0" type="lowerHalf" progress = "4" total ="5" roadDistanceNo="201" roadDistanceDelt="45" dayTime="2009090902080000">
  <timeAndDay year="2009" month="09" day="02" dayOfWeek="水" timeHour="08" minute="00" second="00"/> 
</tunnelProgress>  

図-3.5 下半掘削進行管理 XML ファイルの構造 
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表-3.5 <tunnelProgress>タグの属性 
id 入力 ID 番号。各加背割り、もしくはイベント毎にユニークであること。 
type 下半掘削を示すコード =”lowerHalf” 
progress 各入力における進行距離 
total 累計の進行距離 
RoadDistanceNo 入力時の最終進行のステーション番号 
RoadDistanceDelt 入力時の最終進行のステーション内距離 
daytime 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁）

 

（３）インバート施工管理 XML ファイル 

トンネル施工において、インバート施工の進捗は最も管理が難しい工種である。これは、イ

ンバート施工の進捗が一方向に進むのではなく、切羽側から坑口側に向けて施工されることも

あれば、飛び飛びに施工されることもあるためである。また、左右別々に施工されることもある。 

このように複雑なインバート施工を管理するためには、当該入力におけるインバート施工の

開始位置と終了位置、および全断面施工、左右分割施工の違いを把握しなければならない。

これをできるだけ簡便に効率よく管理するためのインバート施工管理 XML ファイルの構造を

考えた。図-3.6 にインバート施工管理 XML ファイルの構造を、また表-3.6 に<tunnelProgress>

の属性を示す。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
< tunnelProgress id="0" type=”invert” progress = "2" total=”24” fromNo=”201” fromMeter=”25” endNo=”201” endMeter=”23”

dayTime=”20090922080000” > 
 <timeAndDay year="2009" month="09" day="22" dayOfWeek="火" timeHour="08" minute="00" second="00"/> 

</tunnelProgress >  

図-3.6 インバート施工管理 XML ファイルの構造 

 

表-3.6 インバート施工管理 XML ファイル<tunnelProgress>タグの属性 
id 入力 ID 番号。各加背割り、もしくはイベント毎にユニークであること。 

invert インバート全断面施工 

invertL インバート左断面施工 type インバート施工の種別 

invertR インバート左断面施工 

progress 各入力における進行距離 
total 累計の進行距離 
fromNo 入力時のインバート施工開始点のステーション番号 
fromMeter 入力時のインバート施工開始点のステーション内距離 
endNo 入力時のインバート施工終了点のステーション番号 
endMeter 入力時のインバート施工終了点のステーション内距離 
daytime 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁）

 

 図-3.6 に示すように、インバート施工管理 XML ファイルは、下半掘削進行管理 XML の

<tunnelProgress>タグに、fromNo・fromMeter 属性、と endNo・endMeter 属性を追加した構造と

なっており、これらはぞれぞれ入力時のインバート施工開始点と終了点のステーション番号、

ならびにステーション内での距離を管理する属性である。 

 また、type 属性はインバート施工の種別に応じて、invert(全断面インバート掘削)、invertL（左
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断面インバート施工）、invertR（右断面インバート施工）に分類される。この fromNo・fromMeter

属性、endNo・endMeter 属性、および type 属性により、複雑なインバート施工を柔軟に管理す

ることが可能となる。なお、ファイル名は他の加背割りと同一の名付け方を採用した。 

 

（４）覆工コンクリート施工管理ファイル 

覆工コンクリートの施工管理は、インバート施工ほど複雑ではないが、非常駐車帯区間等で

施工順序が変更になる場合があるため、注意を要する。このため、インバート施工管理ファイ

ルの構造を参考に覆工コンクリート構造の施工管理ファイル構造を作成した。図-3.7 に覆工コ

ンクリート施工管理 XML ファイルの構造を、また表-3.7 に<tunnelProgress>の属性を示す。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<tunnelProgress id="0" type="lining" liningNo ="1" progress = "3" total="3" fromNo="201"  fromMeter="49" endNo="201" endMeter="46" 
dayTime="20090907080000"/>  

図-3.7 覆工施工管理 XML ファイルの構造 

 

表-3.7 覆工施工管理 XML ファイル<tunnelProgress>タグの属性 
id 入力 ID 番号。各加背割り、もしくはイベント毎にユニークであること。 
type 覆工施工を示すコード =”lining” 
progress 各入力における進行距離 
total 累計の進行距離 
fromNo 入力時の覆工施工開始点のステーション番号 
fromMeter 入力時の覆工施工開始点のステーション内距離 
endNo 入力時の覆工施工終了点のステーション番号 
endMeter 入力時の覆工施工終了点のステーション内距離 
daytime 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁）

 

 図-3.7、表-3.7に示されるように覆工施工管理XMLファイルでは、インバート施工管理XML

ファイルにおいて採用した fromNo・fromMeter 属性、endNo・endMeter 属性の概念を踏襲した。

これにより非常駐車帯区間等で施工順序が変更になる場合でも柔軟に管理することが可能と

なった。なお、ファイル名は他の加背割りと同一の名付け方を採用した。 

 

3.3.2 トンネル進行管理 XML ファイルのデータクラス 

 図-3.8 に、トンネル進行管理 XML ファイルのデータクラス図を示す。図中で赤く囲まれた箇

所にある upperHalf, lowerHalf, lining, invert, invertL, invertR の XML ファイルは、3.2.2 節で

記したトンネル進行を管理するための XML ファイル単体を示すものであり、それぞれのファイ

ルには一回分で入力された進行データが記録されている。既に述べたように、これらのファイ

ル名には入力時の日時間(datyTime 要素)が付与されることに注意が必要である。 

 また、青く囲まれた箇所にある upperHalfAll, lowerHalfAll, liningAll, invertAll, invertLAll, 

invertRAll の XML ファイルは赤い枠中の各データにおいて、プログラム上でよく使うデータを
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抽出し保存したファイルである。この Class を設けることにより、プログラムによる検索･処理が大

幅に効率化することが可能となる。 

 

図-3.8 トンネル進行管理のための XML ファイル群クラス図 

 

さらに、緑枠中の tunnelData は、第 2 章で述べたトンネル 3 次元 CG モデルを管理する XML

ファイルで、その patsType 要素には青枠内にある XML ファイルへのファイルパスが記述され



 32

ており、これを読み込むことでユーザーの要求に応じたトンネルの 3 次元 CG が描画される。な

お、その他のトンネルデータに関するデータは metaInfo 要素に記述されている。 

 プログラム起動時には、この tunnelData.xml だけが読み込まれ、必要に応じて青枠内、ある

いは赤枠内のデータが読み込まれる。なお、処理の過程としては、赤枠内のデータが更新さ

れれば、プログラムが青枠内、あるいは緑枠内の XML ファイルを自動で更新する仕組みと

なっている。 
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３．4 切羽観察データの処理 

3.4.1 切羽観察データ管理のための XML ファイル 

 GENESIS/THQ 上で、切羽観察データを管理することはトンネル進行管理と同様に、時間的

に鋭敏な特性 FCA(Frequently Changing Attribute)を作成することに他ならず、FCA を同定する

因子中の A(Attribute)には、切羽観察時の多様な情報が記載される点が、若干、異なるだけで

ある。したがって、トンネル進行管理と、同様に施工に個別の切羽観察結果を XML フィルで

管理することとした。 

 図-3.9 に、切羽観察データ管理のための XML ファイル構造を、また表-3.8 には<working 

Face>タグの属性を、また表-3.9 には主要なタグの概要をそれぞれ示す。 

 

<?xml version="1.0 encoding="utf-8"?> 
<workingFace id="0" type="workingFace" total ="0" no="1" roadDistanceNo="201" roadDistanceDelt="48" dayTime="20090730080000"> 
 <supportPattern name="DⅢa-Ａ"/>  
 <roadDistance Delt="48" no="48">201</roadDistance>    
 <earthCovering height="100"/>      
 <section No="2"/>        
 <image>image/20090730080000.png</image>     
 <comments>切羽は、未固結の泥岩層が主体で・・・・・・・</comments> 
 <rockGroup group="2"/>       
 <rockName code="10"/>       
 <rockNameTime>千枚岩 古生代</rockNameTime>    
 <supportMethod from="">増し吹付</supportMet<=     
 <mountSupports></mountSupports >      
 <ABMeasuring></ABMeasuring>      
 <stateSpecialCondition></stateSpecialCondition>    
 <breakUp></breakUp>       
 <invertEarlyClosure></invertEarlyClosure>     
 <AMeasure>        
  <Left point="25">2</Left> 
  <Center point="25">2</Center> 
  <Right point ="18">3</Right> 
 </AMeasure> 
 <BMeasure> 
  <Left point="25">2</Left> 
  <Center point="25">2</Center> 
  <Right point ="18">3</Right> 
 </BMeasure> 
 <CMeasure> 
  <Left point="14">2</Left>  

図-3.9 切羽観察データ管理のための XML ファイル構造 

 

表-3.8 切羽観察データ XML ファイル<workingFace>タグの属性 
id 入力 ID 番号。各加背割り、もしくはイベント毎にユニークであること。 
type 切羽観察データを示すコード =”workingFace” 
progress 各入力における進行距離 
total 累計の進行距離 
no. 切羽観察の実施回数番 
roadDistanceNo 切羽観察の実施のステーション番号 
fromMeter 切羽観察の実施点のステーション内距離 
endMeter 入力時の覆工施工終了点のステーション内距離 
daytime 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁）
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表-3.9 切羽観察データ XML ファイルの主要なタグの内容 
タグ名 属性/内容 

supportPattern name 支保パターン名 
Delt  roadDistance 

no  

earthCovering  height 土被り高さ 

section no 切羽観察断面番号 

image  切羽観察断面の画像ファイル名 

comments 切羽観察者のコメント 

rockGroup group 岩石グループ 

rockName code 岩石名コード 

rockNameTime 岩石名・地質時代 

supportMethod from 補助工法(テキスト) 

mountSupports 増し支保工の諸元言 

AB 計測 切羽観察断面における A/B 計測の実施の有無 

stateSpecialCondition 切羽観察断面における特殊条件・状態等のコメント 

breakUp 崩壊の有無状況 

invertEarlyClosure インバート早期閉合の有無 

 

3.4.2 切羽観察データ管理のための XML ファイルのデータクラス 

 図-3.10 は、トンネル進行管理 XML ファイルと切羽観察データ管理 XML ファイルのデータ

クラス図を一つに示したクラス図である。図に示されるように、切羽観察断面の支保パターンデ

ータを管理は、上半切羽進行を管理する upperHarf.XML 内の<supportPattern>タグを共有す

る。これは、前述のように上半切羽進行をトンネル進行の Mile Stone として採用したためであ

る。 

 

 
図-3.10 トンネル進行管理 XML と切羽観察データ管理ファイルのデータクラス図 

切羽観察データ管理 XML 

<supportPattern> 
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 また、図-3.11 に、切羽観察データ管理 XML ファイルだけのデータクラス図を示す。図に示

すように、workingFace.XML は各切羽観察結果を管理するための XML ファイル単体を示す

ものであり、それぞれのファイルには一回分で入力された切羽監査データが記録されている。 

 

 

図-3.11 切羽観察データ管理ファイルのデータクラス図 

 

 その上位にある workingFace.XML、および rockDistance.XML は切羽観察察データの中で、

プログラム上でよく使うデータを抽出し保存したファイルである。この Class を設けることにより、

プログラムによる検索･処理が大幅に効率化することが可能となる。 
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４．GENESIS/THQ 作動の実際 

4.1 概説 

 GENESIS/THQ（Geo-Engineering Network Sensors and Intelligent Synthesis / Tunnel Head 

Quarter）の開発概念は、PC 上に構築した仮想の 3 次元地下空間と、トンネル施工の場で発生

する施工管理データを関連付け、仮想空間内を移動することで、必要とするデータに自由に

アクセス、処理しえるシステムである。しかしながら、2 次元の PC モニター内に構築された 3 次

元空間をマウス等のポインティング・デヴァイスによって移動するには、若干の習熟を要する。

また、トンネルのような線状の長大構造物では、3 次元空間上を目的とする地点まで移動する

ために、不要な労力と操作時間を費やさねばならないことも事実である。 

 本年度実施した、三井住友建設㈱栗子トンネル作業所との対話において、このような操作性

に関する質疑応答を行ったところ、以下のような意見が寄せられた。 

 

・ 現状のトンネル進行管理は、地質縦断図上で行っている。受注時に、交付される

地質縦断図には、トンネル中心の地質分布とトンネル位置との関係が明確に示

されているだけでなく、支保パターンとの関係も明示され、一目でトンネル全体の

位置関係が把握できる。 

・ しかしながら、現状の地質縦断図は、時間的な情報を追うことができず、何月何

位置の上半切羽とインバート掘削の位置関係がどのようであったか、断層破砕帯

などの特殊部での進行が、一般部とどのように違うかなどの検証を行うには、そ

れぞれのデータを整理して付き合わすしかない。もし、このシステムで、そのよう

な検証が容易に行えれば、サイクル管理や施工計画作成に非常に役立つと思

う。 

・ 3 次元モデルは、施工者写真や切羽写真等と組み合わせて使用できれば、切羽

状況を再現したり、変位発生と地質との相関を考察したりするためには、非常に

有用であると思うが、日常管理では必ずしも必要ではないのではないか。 

 

 以上のような意見を参考に、GENESIS/THQ では PC 上にトンネル地質縦断図を再現し、こ

れを施工管理のプラットフォーム画面として採用することにした。本年度の助成研究において

整備した管理項目は、①トンネル進行管理、②切羽観察、③コンクリート品質管理の 3 項目で

あり、その XML 構造、ならびにデータクラスは 3 章に示したものである。以下、実装したこれら

のデータ管理の実際を示す。 
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4.2 トンネル進行管理 

 トンネル進行管理は、GENESIS/THQ の最も基本的なデータ管理項目であり、他のトンネル

施工管理データは、常にトンネル進行管理データとの整合性を確保して、データ登録が行わ

れる。簡単に言えば、切羽の到達していない地点で計測が行われたりすることのないように、

時間的･空間的な整合性を確保するものである。また、工事関係者にとっては出来高管理に

直結するデータであるため、施工管理面だけでなく、コストの発生にも大きく関係するデータで

ある。 

 

4.2.1 トンネル進行管理の初期画面と地質縦断図 

 トンネル進行管理のシステムを作動させると、図-4.1 に示すようにトンネル進行管理オブジェ

クトと地質縦断図が現れる。トンネル進行管理オブジェクトは、各工種の進行データの入力画

面であるとともに、地質縦断図に表示されるトンネル進行状況の操作を行う。 

 

 

図-4.1 トンネル進行管理の初期画面 

 

 トンネル進行管理のシステムの作動時には、デフォールトとして図-4.2(a)に示すようにトンネ

ル全線の地質縦断図が現れるが、マウス操作により図-4.2(b)のように自由に拡大・縮小、移動

が可能である。なお、視点移動操作はマウスを左クリックした状態でドラッグすることにより、ま

た拡大・縮小操作は右クリックした状態でドラッグすることで実行される。なお、図-4.2(b)の画

面下部に現れた赤と青の帯は、指定された日時にまでの上半切羽進行を表す帯であり、赤は

朝の方による進行を、また青が昼の方による進行を示すものである。 
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(a)デフォールト画面 

 

 

(b)拡大画面 

図-4.2 地質縦断図の拡大操作 

 

4.2.2 トンネル進行管理データ入力 

 図-4.3 に、トンネル進行管理オブジェクト画面を示す。図において、①のダイアローグボック

スは地質縦断図に表示するトンネル進行実績の日時の入力画面であり、デフォールトでは最
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終のトンネル進行データ入力日が入力されている。この日時を変更すると、②のダイアローグ

ボックスにその日時の上半切羽位置が表示され、③の{Set Left View}をクリックすると、図-4.2

のように地質縦断図上に、その日時におけるトンネル進行データが現れる。さらに、｛3DView｝

をクリックすると、図-4.4(a)のようにトンネル路線図上に、その日時まで施工された区間が塗り

つぶされて現れる。この図は 3 次元モデルであり、デフォールトでは平面モデルとして描画さ

れるが、マウス操作により図-4.5 のように簡便に立体化される。 

 

 
図-4.3 トンネル進行管理オブジェクト画面 

 

 

図-4.4 トンネル路線平面状のトンネル進行実績 
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図-4.5 トンネル進行実績の立体化 

 

 [New Working & Modify Record]以下は、トンネル進行データ入力、あるいは過去進行デー

タ修正に供される。⑤のダイアローグボックスは、データ入力時の日付と時刻の入力に供され、

デフォールトとして PC のカレンダーと時計の日付：時刻が現れる。基本的に、トンネル進行デ

ータは、1 日 1 回午前 8 時頃に入力されるが、支保パターンの変更等が生じた場合、その日の

うちに再入力される。したがって、支保パターンの変更日時と変更地点はこの入力によって管

理されることになる。 

 

 ⑥は、上半切羽掘削進行を入力する行であり、Ⓐ支保パターン、Ⓑ入力時点の上半切羽距

離程の入力と、朝の方･昼の方の判別（昼の方であればⒸのチェックボックスを ON）を行う。入

力の参考のためにⒸには前回入力時点での切羽位置が距離程で、またⒹにはそれまでの上

半切羽掘削延長が示される。これは、上半切羽進行は一方向だけに進むためである。また、

実施支保パターンの管理はこの入力データだけで、行われることに注意が必要である。なお、

⑦行の下半切羽進行入力は、支保パターン入力を除いて、入力上半切羽進行と全く同一で

ある。 

 

 ⑨、⑩、⑪は、インバート施工進行を管理する行である。インバート施工は、全体工期や切羽

進行等との関係で、非常に複雑な施工進行となる場合がある。すなわち、切羽側から坑口側

に施工される場合や、右側だけを先に施工したり、左側だけを先に施工する場合もある。この

ため、インバートの施工管理においては、全面施工、左側施工、左側施工の 3 つの入力パタ

ーンを用意するとともに、Ⓕに示すように当該日の施工開始距離程と施工終了距離程の両方

を入力することとした。なお、デフォールトでは、全面施工の入力だけがアクティブとなっている
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が、左側だけあるいは右側だけが施工された場合は、Ⓖのチェックボックス L/R を ON にすれ

ば、その行がアクティブとなる。ここで、L はインバートの左側施工を、また R は右側施工を意

味し、L/R 両方のチェックボックスガ同時に ON になった場合は、両方ともがアクティブとなる。 

 

 ⑪は、覆工打設進行の管理データを入力する行である。覆工コンクリートは、坑口側から切

羽側へ、順次、打設されるのが一般的であるが、非常駐車部等のように内空断面が異なる覆

工部は、施工が後回しになることがあるため、インバートと同様に打設開始距離程と終了距離

程の両方を入力するものとした。また、Ⓗの覆工番号(No.)を入力すると、当該覆工の計画打

設範囲打設開始距離程と終了距離程が、Ⓖのダイアローグボックスに自動的に入力されるが、

計画と実施工で打設範囲が異なる場合は、その距離程をⒼに修正入力すればよい。 

 

 ⑫は、特徴的な事象や変状、機械の故障等、もろもろのできことを記入するダイアローグボッ

クスであり、入力文字数に制限はない。この、データもデータベースとして登録されるから、後

でキーワード検索が可能となる。例えば、吹付けクラックが発生した地点やその日時を検索す

る必要が生じた場合、‘吹付けクラック’と入力すれば、当該工事で発生した吹付けクラックの

一覧が現れる。 

 

 以上の、入力が作業終了後、⑭の{OK}ボタンを押すと新しいデータがデータベースに登録

される。もし、登録後に誤りに気付いた場合、誤った部分を修正再入力し、⑮の｛Refresh｝ボタ

ンを押せば修正されたデータがデータベースに登録される。なお、入力されなかった項目は、

NULL データとしてデータベース登録に登録されるが、データ呼び出し時には当日その作業

が行われなかったものと判断し、当該作業の最終データが呼び出される。 

 

 最後に、過去の登録データに誤りがあった場合、⑤のダイヤローグボックスに誤って入力し

た日時時間を呼び出し、⑥の{Old Record}ボタンをクリックすると、その日の入力データが下

のダイアローグボックス群にロードされるので、誤った部分を修正再入力し、⑮の｛Refresh｝ボ

タンを押せば修正されたデータがデータベースに登録される。なお、⑭の{OK}ボタンは、⑥

の{Old Record}ボタンがクリックされた時点で非アクティブとなる。 

 

 なお、Ⓘの｛コンクリート打設｝ボタンは、コンクリート品質管理データ入力に移行するボタンで

あり、その詳細は次節に述べる。 

 

4.2.3 トンネル進行管理データ入力 

 近年、今日のトンネル施工においてコンクリート品質管理はその重要さを増しつつある。特に、

新幹線トンネルや道路トンネル等の交通トンネルでは、覆工コンクリート小片の剥落が高速鉄

道や走行車両の運行に多大な影響与え、人身事故の可能性すら排除されない。 
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 覆工コンクリートの品質確保には適切な材料選定と配合、丁寧な打設作業、ならびに十分な

養生がなされなければならないのは当然として、何らかの不具合が生じた場合、その原因を究

明することのできるトレーサビリティ体制も、併せて、確立されなければならない。具体的に言

えば、覆工コンクリート打設毎に、そのコンクリートの特性を記録･保存し、不具合の生じたバッ

チの特異性を抽出することで、不具合の原因を特定する体制が確立されなければならない。 

 例えば、三井住友建設㈱栗子トンネル作業所では、表-4.1 に示すコンクリート打設日報をコ

ンクリート打設毎に作成し、コンクリート配合毎に表-4.2 のようなコンクリート品質管理記録を作

成している。 

 

表-4.1 コンクリート打設日報 

天候

拡幅②
-R1

BL ＳＴＡ． 187 + 64.30 ～ STA. 187 + 70.50

～

1台目 1台目 1台目 午前

午後

午前

午後

1台目 1台目 1台目

細骨材 粗骨材

①　 砂
②砕砂

①砕石
②砕石

cm ％ kg kg以下 kg ％ ％ kg kg kg

40
① 2.90
② 2.33

① 58.0
② 59.0

8.0±2.5 4.5±1.5 153±15 0.3 271 56.4 43.9
① 481
② 320

① 650
② 434

2.71

m3

コ ン ク リ ー ト 打 設 日 報

工　事　名　　　東北中央自動車道　栗子トンネル(山形側)工事

請 負 者 名　　三井住友建設㈱東北支店

打設年月日 平成23年6月27日 出荷工場 ㈱横山興業 生コン工場

ｺﾝｸﾘｰﾄ
温度
(℃)

気温
(℃)

坑外

工　　種 インバート工

位　　置

設計数量 43.56 m3 打設数量

打設時間

打設使用機械 コンクリートポンプ車

示方配合(1m3当り)

坑内

塩化物
(kg/m3)

単位
水量

(kg/m3)

エア
メータ
総重量

(g)

供試体採取個数 σ7 ･･･ 3本   σ28 ･･･ 3本   計 6本

スランプ
(cm)

空気量
(%)

その他

(特記事項）

立　会　者

粗

骨

材

量

混

和

剤

量

粗
骨
材
の
最
大
寸
法

粗粒率
ス

ラ

ン

プ

空

気

量

単

位

水

量

塩

化

物

量

単
位
セ
メ
ン
ト
量

水
セ
メ
ン
ト
比

細

骨

材

率

細

骨

材

量
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表-4.2 コンクリート品質管理記録 

Sr(cm) Air(%) CT(℃) 単水(kg/m3) 塩物(kg/m3)

1 H22.10.28 1 STA.201+36.5 STA.201+49.0 12.5 DⅢa-A 晴 5.0 7.0 16.0 16.0 91.60 132.00 8:00 16:30 8:30 18.0 5.4 14.0 179.7 0.03

2 3.5 165.1

3 H22.11.25 坑門 STA.201+49.0 STA.201+61.0 12.0 DⅢa-A 晴 9.0 11.0 11.0 11.0 152.03 160.00 8:00 19:00 11:00 19.0 5.4 9.0 167.1 0.03

4 18.5 4.3 15.0 166.1

5 H22.12.16 2 STA.201+24.0 STA.201+36.5 12.5 DⅢa-A 曇後晴 0.0 2.0 13.0 14.0 91.60 120.00 8:00 17:00 9:00 18.5 5.6 10.0 174.1 0.04

6 4.0 167.3

7 H22.12.20 3 STA.201+11.5 STA.201+24.0 12.5 DⅢa-A 晴 1.0 10.0 12.0 12.0 91.60 123.00 8:00 16:30 8:30 17.0 5.5 10.0 172.1 0.03

8 4.0 177.5

9 H23.1.12 4 STA.200+99.0 STA.201+11.5 12.5 DⅢa-A 晴 -5.0 0.0 9.0 12.0 91.60 128.00 8:00 16:00 8:00 19.0 5.0 8.0 164.5 0.03

10 5.4 180.9

11 H23.1.15 5 STA.200+86.5 STA.200+99.0 12.5 DⅢa-A 雪 -6.0 0.0 7.0 11.0 91.60 136.00 8:00 16:00 8:00 20.0 5.7 7.0 179.1 0.04

12 5.0 169.9

13 H23.1.21 6 STA.200+74.0 STA.200+86.5 12.5 DⅢa-A 雪時々曇 4.0 5.0 8.0 11.0 91.60 120.00 8:00 15:00 7:00 20.0 5.8 6.0 173.3 0.04

14 5.2 175.7

15 H23.1.25 7 STA.200+61.5 STA.200+74.0 12.5 DⅢa-A 曇 4.0 7.0 11.0 12.0 91.60 128.00 8:00 14:45 6:45 19.5 5.3 11.0 163.3 0.04

16 3.3 167.1

17 H23.1.28 8 STA.200+49.0 STA.200+61.5 12.5 DⅢa-A 晴 -2.0 2.0 14.0 10.0 91.60 119.00 8:00 14:10 6:10 19.0 5.4 12.0 163.5 0.03

18 4.9 174.5

19 H23.2.1 9 STA.200+36.5 STA.200+49.0 12.5 DⅢa-A 曇 0.0 2.0 12.0 13.0 91.60 128.00 8:00 15:05 7:05 19.5 5.5 10.0 174.5 0.03

20 5.2 172.7

21 H23.2.4 10 STA.200+24.0 STA.200+36.5 12.5 DⅢa-A 晴 2.0 5.0 11.0 14.0 91.60 120.00 8:00 14:25 6:25 19.0 5.5 12.0 172.7 0.02

22 5.1 171.3

合計 1,068.0 1,414.0 1.32

(m3)

品　質　管　理　コンクリート量

AM PM 設計 実績
AM

打設月日

打設
気温(℃)

終点

天候

延長(m) PM

掘削

ﾊﾟﾀｰﾝ

坑外

開始 終了 時間

現　場　試　験
打設時間

BL 始点

２４－１８－２０ＢＢ(膨張）品質管理記録

AM

打設測点

NO.
坑内

 

 

 GENESIS/THQ 上では、表-4.1 のコンクリート打設日

報作成を PC 上で入力することによりコンクリート品質

管理データをデータベース化し、RDBMS 機能を援用

したデータ検索･処理により、コンクリート品質管理のト

レーサビリティを合理化することを考えた。利用したデ

ータマイニングにより入力に移行するボタンであり、そ

の詳細は次節に述べる。 

 図-4.3 中のⒾ｛コンクリート打設｝ボタンをクリックする

と、図-4.6 に示すコンクリート打設管理データ入力画

面が現れる。図より分かるように、当該入力項目は表

-4.1 に示した三井住友建設㈱栗子トンネル作業所の

コンクリート打設日報に従うものである。ただし、工事

名、請負社名、出荷工場、打設使用機械等は工事毎

に自明であるから、作業の簡便化のため入力項目か

ら除外した。また、工種、位置については図-4.3 中のト

ンネル進行管理で入力済みであるから、これも除外し  

図-4.6 コンクリート打設管理データ入力画面
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た。なお、帳票作成時には、データベース上からこれらが自動的に検索され記入される。 

 図-4.6にコンクリート打設管理のデータクラス図を示し、図-4.7にはコンクリート品質管理を含

めたシステム全体のデータクラスを示す。図に示されるようにコンクリート打設管理のクラスは独

立して機能するのではなく、切羽進行管理のクラスと連動して機能するものであり、そのデータ

管理においては相互にその合理性が確認される。 

 

 
図-4.7 コンクリート打設管理のデータクラス図 

 

 



 46

 

図-4.7 コンクリート品質管理を含めたシステム全体のデータクラス 
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4.2.4 切羽観察データ入力 

 NATM の標準工法化に伴って、トンネル工事では現場計測や切羽観察等の観測化施工が

導入された。これらの情報は支保パターン変更や設計変更の基礎資料であり、その妥当性を

検証するためにも、そのトレーサビリティが確立されなければならない。 

 

１．切羽基礎情報

評価の目安；劣悪な部分の占める割合

平成 年 月 日 30%以上 → 劣悪な部分の状況で評価
※特徴的な切羽状況についてはデジタルデータ上にスケッチを行う

No. m 10～30%未満 → 両者の中間クラス

No. 10%未満 → 他の良好な部分の状況で評価

m 注） H：上半掘削高さ

m B：掘削幅

<切羽> L/min 色： 湧水箇所: <切羽全体> 湧水量： L/min 色：

２．切羽観察記録

左肩 天端 右肩

※特徴的な切羽状況を拡大写真にて添付

1.特殊条件・状態等（主に地質）
・切羽は全面を塊状蛇紋岩風化部が占める。

３．その他 ・鏡面中央には黒褐色風化した岩塊が層状に広がる。傾斜は左上方から右下方にかけて走り、大半が大目の流れ盤となっている。
左肩 天端 右肩 ・左隅踏前と右肩はランダムに割目が発達し、地山の岩質は比較的堅固で締まった様子。割目には粘土が介在する部分もある。

2.特殊条件・状態等（主に湧水）
・引き続き、水抜きボーリング孔より60～80L/min.程度の湧水を確認した。湧水量は増加の傾向。
・出水箇所周辺では湧水による洗掘作用により鏡面の肌落ちなどを生じる。
・切羽後方（20m程度）区間では吹付コンクリート水抜き孔より20～50L/min程度の湧水が継続して出水している。

3.崩壊の有無、状況等
・前切羽より天端から右肩を中心に湧水と粘性土の影響により、目に沿って小規模の抜け落ちや肌落ちが発生し、注入式FPを実施して
・全体的に流れ盤を呈しており、掘削により鏡面が露呈すると、凝灰質部分をはじめ、風化が進行し目に沿って滑落を起こす。

4.その他 切羽評価点
・支保工328基より施工している注入式FPは、331基まで4スパン施工し、332基より天端が安定したので打設、注入は

一旦中止している。

岩石グループ：

② ③ ④①
2 2 3

2

3

岩石名 塊状蛇紋岩

1.なし

1.なし・滲水程度

評価区分（掘削地点の地山の状態と挙動）

割れ目
の形態

湧水

中硬質・軟質岩塊状

断面番号

坑口からの距離

334

測点 103

82

2.7

333.7

＋

23

2.1m＞d≧20cm 3.20cm＞d≧5cm

3

2

2
4.5cm≧d
　破砕当初より未固結

150

20～5cm

C相当(0.8kg/m３)1.0kg/m３以上 B相当(1.0kg/m３)
1 2

3.軟弱化

CⅠ相当(22cm)

4

ずり平均径

D相当(0.6kg/m３)

1m以上 1m～50cm 50～20cm
50～20cmずり最大径

3

CⅠ相当(22cm)27cm以上 B相当(27cm)

2.滴水程度

1m～50cm

余掘状況
最大余掘厚

火薬量

27cm以上 B相当(27cm)

2.緩みを生ず

90

風化
変質

割れ目
の頻度

1.間隔d≧1m
　割れ目なし

切羽の
状態

素掘面
の状態

圧縮
強度

2.時間がたつと緩み肌落
　ちする（後普請）

17cm以下DⅠ相当(17cm)

水によ
る劣化

割れ目
の状態

1.密着

1.ランダム方形

縦断方
向(切羽
をみて)

横断方
向(切羽
をみて)

3.集中湧水

2.柱状

拡大スケッチ

33

4.土砂状、粘土状、破
　砕、当初より未固結 3

4.土砂状、細片状、当
　初より未固結

3

評価区分

4.掘削に先行して山を受
　けておく必要がある

4.鏡面は自立せず崩れ、
　あるいは流出 3 3 2

3 3 2

土被り高さ

地表地形

4.5MPa≧σc
　ハンマー刃先食いこむ

1.安定

1.σc≧100MPa
　ハンマー打撃はね返る

1.自立（普請不要）

2.100MPa＞σc≧20MPaハ
  ンマー打撃で砕ける

湧水量：湧水状況

3.鏡面の押し出しを生じ
　る

3.自立困難掘削後早期に
　支保する（先普請）

3.20MPa＞σc≧5MPa
　軽い打撃で砕ける

火成岩中世代白亜紀地質時代: 区分:

特殊な産状

互層 断層不整合 岩脈貫入 微褶曲

6.大岩塊崩落
切羽の形態

2.肌落ち 3.薄層剥れ落ち1.自立

7.湧水とともに流
出

2 2 2
8.その他(　　　　　　　　　)

4.層すべり 5.小中岩塊崩落

2

4

2.鏡面から岩魂が抜け落
　ちる

3
細かい節理で分離
し、発破痕なし

掘削面の状況

余掘面状況
不陸が大きく放射
状痕残る

切羽面状況

記　　事

22 10観察年月日

（仮称）椎坂２号トンネル（分割１号）

12

トンネル名

5
3

3

4

3

4

17cm以下

0.6kg/m３以下
5

5cm以下
5cm以下

4.全面湧水

4.崩壊、流出

DⅠ相当(17cm)

20～5cm

数十cm程度の不陸
で発破痕一部残る

1.なし・健全 2.岩目に沿って変色、強
　度やや低下

3.全体に変色、強度相当
　に低下

不陸が大きく放射
状痕残る

1m以上

評価項目・区分

平均余掘厚

火　　薬

ずり状況

3 3
数十cm程度の不陸
で発破痕一部残る

細かい節理で分離
し、発破痕なし

3

割
れ
目
の
方
向
性
（

卓
越
す
る
不
連

続
面
の
あ
る
と
き
）

(A)

(B)

(C)

(D)

(I)

(F)

(G)

(H)

(E)

4.粘土を挟む、当初
  より未固結

3.開口

3.層状、片状、
　板状

2.部分的に開口

6 5 5

2

3

2

2 2 2

切羽全面スケッチ

評価区分

1.水平（10＞θ＞0）
2.右から左へ（30＞θ≧10，80＞θ≧60）
3.右から左へ（0＞θ≧30）
4.左から右へ（60＞θ≧30）
5.左から右へ（30＞θ≧10，80＞θ≧60）
6.（θ≧80）
(切羽面の見かけの傾斜角をとる)

1.水平（10＞θ＞0）
2.さし目（30＞θ＞10，80＞θ≧60）
3.さし目（60＞θ≧30）
4.流れ目（60＞θ≧30）
5.流れ目（30＞θ≧10，80＞θ＞60）
6.垂直　6（θ≧80）
（最大傾斜角をとる）

62 2

様式－１

切羽観察表〔全岩質共通〕

点2.5

天端

左肩 右肩

H/2

H/2

B/2 B/2

掘削方向

８０°

６０°

３０°

１０°

０°

２

３

２

１

６

１

５

４

５

８０°

６０°

３０°

１０°

０°

８０°

６０°

３０°

１０°

０°

２

３

２

１

６

１

５

４

５

８０°

６０°

３０°

１０°

０°

塊状蛇紋岩（風化部）
この切羽においては比較的
堅固な部分である。
大目の流れ盤で湧水の付着
あり。亀裂質と湧水の影響で緩みあり。

水抜きボーリング実施箇所
湧水量60～80L/min.

水抜き孔より湧水有
り
湧水量 / 程

 

図-4.8 切羽観察簿の例 

 

 図-4.8 に切羽観察簿の例を示す。発注者によって、若干の際はあるが、基本的には対象切

羽をいくつかのゾーンに分割し、それぞれのゾーンに対して評価項目毎に評点を定め、これを

重み付きで加算平均し、当該断面の評点とするものである。観察者によるバラツキが発生する

ことは否めないが、地質状況や切羽状況を定量的に評価し得る唯一の手法とされている。この

ように切羽観察は定量的な評価がなされていることから、データベース化が容易であると思わ

れるが、助成研究者らの知る範囲では、これがなされた例はないように思われる。 

 GENESIS/THQ では、4.3 節に述べた方法でこれをデータベース化した。図-4.9 にその入力

画面を示す。図に示されるように、入力項目は図-4.8 に示した切羽観察簿の評価項目に従う

ものである。わが国の切羽観察法は、発注者により切羽評価ゾーンの分割方法や評点の重み

付け等が、若干、異なるが、いずれもが Bieniawski の RMR(Rock Mass Rating)1に準じている

                                                  
1 Bieniawski が提唱した、岩石の強さ、RQD、割れ目の間隔、不連続面の状態、地下水の状態、不連続面の走向

性の 6 要素に着目した岩盤分類法。 
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ため、図-4.9 に示す入力項目は発注者によって変更する必要はなく、重み付き加算法を変更

するだけでよい。 

 

 

図-4.9 切羽観察入力画面 

 

 切羽観察結果をデータベース化することの利点は、RDBMS 機能を利用してデータ検索、お

よび比較、グループ分け、統計化などのデータ処理が容易に行えることにある。これにより、変

状等が発生した切羽の特異性を迅速に把握したり、支保パターン間の地質の差異を定量的

に評価することが可能となる。また、GENESIS/THQ では、図-4.9 中の①~⑥のコメントもテキス

トデータとしてデータベース上に登録されるから、何らかの不具合や変状が発生した切羽をキ

ーワード検索により、容易に抽出することができる。例えば、湧水の発生した切羽を検索する

には、‘湧水’をキーワードとして用いれば、湧水が発生した切羽がリスト化されて現れる。 

①

③

④

⑤

②
A 

⑥
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4.3 3 次元表示画面 

 GENESIS/THQ の 3 次元空間は、発注時に手交される 2 次元 CAD データから、各支保パタ

ーン毎に、2 章で示した 3 次元化手法により作成した 3 次元モデル部品群から構成される。こ

の 3 次元モデル部品群をトンネル路線平面図上に並べれば、3 次元トンネルモデルを作成す

ることができるが、このような大規模モデルはデータ処理に時間を要すため応答性が低く、デ

ータ検索に供すには適切でない。そこで、図-4.10 に示すようにトンネル支保パターンの変更

点にのみ、その 3 次元モデル部品をおくこととした。図-4.10 は、4km にも及ぶ栗子トンネル（山

形側）工事のモデルであるが、その操作の応答性に不便を感じることはない。なお、3 次元画

面操作は、全てマウスで行い、左クリックした状態でドラッグすると画面が回転し、左ミドルクリッ

クした状態でドラッグすると左右に始点が移動する。さらに、拡大縮小(右クリックした状態でド

ラッグすると画像が拡大・縮小する。 

 

  
図-4.10 支保パターン変更点上の 3 次元トンネルモデル部品 

 

   
       (a)既施工部の塗りつぶし          (b)既施工部坑内からの視野 

図-4.11 既施工部の表示 

 

 また、トンネル施工進行データと連動することで、既施工部は図-4.11(a)のように、半透明の

緑色でトンネル掘削部分が塗りつぶされる。この塗りつぶし区間が、図-4.3 の①施工日時と連

動するもので、施工日時を変更すると、その時点までに施工されたトンネル区間が塗りつぶさ
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れる。 

 3 章に述べたデータ構造により、GENESIS/THQ は時間軸を考慮した 4 次元空間とデータベ

ースとを容易に連動させることができる。本年度研究では、図-4.12 のように、支保パターン図

と切羽観察結果のみを連動させることとした。図-4.12 において、支保パターン変更点にある 3

次元モデル部品をダブルクリックすると、図のように PDF 化された当該支保パターンの詳細図

面 CAD を参照することができる。また、図のよう切羽観察実施、位置と距離程を表示させた状

態で、任意の距離離程をダブルクリックすると、その位置での切羽観察簿が参照できる。 

 

 
図-3.12 3 次元空間からの切羽観察、支保詳細の参照 

 

 

ダブルクリック 

ダブルクリック 
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５．まとめ 

 本研究では、(財)日本建設情報総合センターよりの研究助成を受け、開発と改良に取り組ん

できた大規模施工管理支援システムを汎用的にトンネル施工に適用することで、トンネルのラ

イフサイクル管理を可能とするシステム GENESIS/THQ(Geo-Engineering Network Sensors and 

Intelligent Synthesis /Tunnel Head Quarter)の設計と実装を行った。もとよりトンネルの施工管理

業務は多岐にわたるため、本研究で着手できた範囲は限定されるが、最も重要となる 3 次元

データモデルの半自動作成、トンネル管理データの XML 構造、ならびに汎用的なデータベ

ース構築手法に関しては実用的なレベルでの開発が行えたものと考える。以下、本報告書に

したがって、その概要を総括する。 

 

 1 章は、まえがきである。本研究の目的と方法論を明らかにするとともに、これまでの研究成

果を総括した。これまでに開発を進めてきた大規模地下開発支援システムは、ある程度のハ

ードウェア投資を前提にしたため中小のトンネル施工への適用が困難であった。助成研究者

らは、開発システムをクラウドコンピューティング化することで解決したが、それ以外にも中小ト

ンネル工事への適用に際しては大きな問題が二つある。一つは、システムのプラットフォームと

なる CG モデル作成に要する工数と費用の問題であり、もう一つは日常業務の煩雑化の問題

である。 本研究では、これらの問題を解決するため、既往の研究成果を活用するとともに、ト

ンネル施工管理業務の分析により、実用的なシステムの設計とその実装に取り組んだ。 

 

 2 章では、CALS/EC の普及により、配布されるようになった CAD データと GENESIS/THQ の

RDBMS 機能を援用することでトンネルの 3 次元 CG モデルを汎用的、かつ効率的に作成する

手法を開発し、マニュアル化した。さらにその手法に従い現在施工中の 2 トンネルの 3 次元

CG モデル化を行った。 

 

 3 章では、GENESIS/THQ 上にトンネル施工管理データを展開するための具体的なデータ

構造設計とその入力システムの実装を行った。この実装は、国土交通省東北地方整備局福島

河川国道事務所と三井住友建設株式会社栗子トンネル作業所のご協力を得、東北中央自動

車道栗子トンネル（山形側工事）をモデルとして行った。また、システムに実装した機能やユー

ザーインターフェース等は、三井住友建設株式会社栗子トンネル作業所職員とのディスカッシ

ョンを参考に作成した。3.2 節において、GENESIS/THQ の基本構造、時間フレームワーク、な

らびにデータベース構造機能を示し、これに基づきトンネル進行管理データ、ならびに切羽観

察データの XML データ構造を 3.3 節において設計し、そのデータクラスを示した。4 章におい

て、その実装されたシステム実際を示した。 

 

 4 章では、3 節で設計した諸機能を実装したシステムの作動を示し、その概要を説明した。 
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 本年度研究は、実際に実装したトンネル管理業務はトンネル進行管理、コンクリート打設管

理、ならびに切羽観察の 3 項目のみであり、データマイニング機能の実装も着手できなかった。

しかしながら、3 次元データモデルの半自動作成、トンネル管理データの XML 構造、ならびに

汎用的なデータベース構築手法に関しては実用的なレベルでの開発が行えたものと考える。

今後、トンネル管理業務の分析を進め、処理可能な管理業務を整備するとともに、RDBMS を

援用したデータマイニング機能の開発により、トンネル施工管理業務の高度化と合理化を推

進する予定である。 
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Appendix A 東北中央自動車道栗子トンネル（山形側）工事の概要 

 

A.1 東北中央自動車道路線概要 

 東北中央自動車道は福島県相馬市を起点とし、福島市・米沢市・山形市・新庄市などを経

由して、秋田県横手市で秋田自動車道に連結する総延長約 268ｋｍの高速自動車道である。

当該路線は、福島県・山形県・秋田県の内陸部の主要都市を結ぶとともに、常磐自動車道・

東北自動車道・山形自動車道と接続することから、南東北における高規格道路網を形成し、

地域間交流はもとより緊急時における代替および迂回等のネットワーク機能の強化を担う路線

となる。東北中央自動車道が整備されることで所要時間が大幅に短縮され、地域間の連携・

交流ネットワークが広がることが期待される。 

 

A.2 栗子トンネル 

 福島・山形両県境に完成する｢粟子トンネル｣は、東北 大級の道路トンネルとなる。｢栗子ト

ンネル｣は、｢雪に強くより信頼性の高い高速道路｣とするために一般国道１３号の 高標高より

140m 低い位置を通過しており、その延長は約９ｋｍに達し、完成後は東北地方では も長い

道路トンネル、国内でも５番目の長大道路トンネルとなる。 

 今回の｢栗子トンネル｣は、明治 14 年に開通した第一世代の｢栗子隨道｣から数えて第四世

代にあたり、勾配緩和により車などから排出されるＣＯ２の削減も期待され環境に優しいつくり

となる。また、｢栗子トンネル｣の完成に伴い、福島市と米沢市間の所要時間が大幅に短縮され

（約２０分短縮）、雪による交通障害を解消するとともに冬期の安全走行が確保される。 

 

A.3 地質概要 

 東北中央自動車道栗子トンネルは、福島県福島市飯坂町中野から、粟子山を経て、山形県

米沢市万世町刈安に至る区間に位置するトンネルである。粟子山(標高 1,217m)は奥羽脊梁

山脈1腫南部に位置し、急峻な山地を形成しています。栗子山から南北方向には、標高 800m

～1,000m を超える尾根が連なっており、その東方には福島盆地、西方には米沢盆地が分布

する。 

 地質は、中生代白亜紀の花商岩類を基盤とし、これを覆う形で新生代新第三紀中新世～鮮

新世の堆積岩類･火山岩類及びこれらを貫く貫入岩類より形成される。山形県側の地質は､新

第三紀の砂岩泥岩互層を主体とし、所々海底火山の噴出によって形成された火山傑凝灰岩

や粗粒凝灰岩等の火砕岩と流紋岩溶岩により構成され、複雑な地質構造となっている。図

-A.1 に東北中央自動車道栗子トンネル（山形側）工事の地質縦断図を示す。 

 一方、福島県側の地質は、前半部が中生代の花尚岩類が基盤を成し、後半部はこれを覆っ

て新生代第三紀の凝灰角傑岩等の火山砂屑 が分布し、これらを大規模な安山岩や流紋岩

                                                  
1脊梁山脈とは:ある地域を分断して長く連なり、主要な分水嶺となる山脈 
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が貫入し、複雑な地質構造となっている。 

 

 

 

図-A.1 東北中央自動車道栗子トンネル（山形側）工事地質縦断図 

 

A.4 工事概要 

 

 発注者  国土交通省 東北地方整備局 

 工事場所 山形県米沢市万世町刈安地内 

 工事名  東北中央自動車道 栗子トンネル(山形側)工事 

 工期  平成２１年３月２０日～平成２４年３月２９日 

 工事内容 栗子トンネル(全長約９ｋｍ)の山形側 3,826m の内、1,520m を施工 

 工事延長 L=1,520m 

 トンネル覆工 L=1,508m 

  トンネル掘削延長 L=1,508m 

 明り巻工  L=12m 

 掘削工法 NATM 発破方式 連続ベルコンずり出し方式 

 インバート工 L=1,017m 

  掘削断面積 A=72.7m2～97.0m2  

 掘削補助工法 注入式長尺先受け工法(ＡＧＦ工法) 

 仕上り内空断面積 A=64m2 

 

 図-A.2 に掘削支保パターン図を示す。 
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図-A.2 東北中央自動車道 栗子トンネル(山形側)工事支保パターン図 
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Appendix B 三井住友建設栗子トンネル作業所におけるディスカッション･メモ 

 

 GENESIS/THQ を、三井住友建設栗子トンネル作業所において試験的に導入するに当たり、

システム機能やユーザ・インターフェース等をトンネル施工管理の実務とすり合わせるため、本

研究会会員と栗子トンネル作業所職員とでディスカッションを実施した。その際に得られたアド

バイスや要望を以下に記す。GENESIS/THQ は、現在、このメモに沿って開発整備を行ってい

るが、栗子トンネルにおけるトンネル管理業務を妨げないため導入済みのトンネル施工化にプ

ログラムとの連携を図っている部分があり、過渡的な変更であることに注意されたい。 

 

B.1 システムについて 

・NAS1上の共有データへアクセスし、閲覧のみ可能なクライアントと、データ入力可能なク

ライアントを分けたほうがよい。(viewer と editor&viewer の二種類) 

→データ入力・閲覧可能なクライアントを作成し、その後、データ入力部分を切り離したも

のも作成する。 

 

B.2 進行管理について 

・入力方法は現在のまま距離程（ステーション）入力が望ましい。 

・進行管理における入力項目は掘削パターン、掘削日、掘削箇所(STA~STA)が最低限必

要だが、一の方、二の方は別途管理することが望ましい。 

→表示を一の方、二の方で色分けし、トンネル既掘削箇所がべた塗されるのではなく、そ

れぞれのつなぎ目を用意する。 

・備考欄を作り、STA~STA 間でのフリーコメントを入れられるようにして欲しい。 

・インバート、覆工コンクリートの部分では、既存の管理プログラムにないため、手動で入力

するか、もしくは手動作成のエクセルファイルを読み込む 

 

B.3 週報・月報 

・作成は演算工房の既存の管理プログラムを利用して作成する。 

・既存の管理プログラムのデータへアクセスし、そこからシステムにデータを読み込む。 

・エクセルデータの形で出力し、GENESIS/THQ はそれへのリンクをつけることで検索･デー

タ処理を可能にする。 

 

                                                  
1ネットワークに直接接続して使用するファイルサーバ専用機。ハードディスクとネットワークインターフェース、OS、

管理用ユーティリティなどを一体化した単機能サーバで、記憶装置をネットワークに直に接続したように見えること

からこのように呼ばれる。ネットワークに接続されたほかのコンピュータからは、通常のファイルサーバと同様、共有

ディスクとして使用することができる。ファイルシステムやネットワーク通信機能は最初から内蔵されているため、シ

ステムへの導入や追加が容易で、異なる種類の複数のサーバからのデータの共有も楽に行うことができる。 
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B.4 計測・切羽観察・岩判定 

・計測データは断面ごと(天沈・内空)に xls,pdf 化して、特定のフォルダへ登録する。 

・切羽観察、岩判定も同様とする。 

・切羽写真等は写真本体を、フォルダ毎にシステムに登録 

  

B.5 2 次元インターフェイス 

・図-B.1 の形を 2 次元による表示部分とする。 

・各掘削や打設などは、一の方、二の方ごとに色を分け、四角でくくる。 

・各四角をダブルクリックでそれにまつわる情報を表示する。 

・STA～STA のフリーコメントも入力・閲覧できるようにする。 

 

上半掘削
下半掘削
インバート
インバートR
インバートL

覆工コンクリート
備考(フリーコメント)

週報
月報

切羽写真

測点

 

図-B.1 2 次元インターフェイス案 

  

B.6 3 次元インターフェイス 

・従来のシステムでは、3 次元空間内に平面 CAD データを表示し、そこにトンネル支保パタ

ーンを表示する方法を採用してきた。 

・距離程の座標をもとに、トンネルの進行した部分を 3 次元トンネルモデルで埋める。 

・図-B.2 のように埋まっている部分のモデルの色を変えることにより、その部分がどのような

状態かがわかるようにする。(例：上半掘削のみ→赤、上半・下半掘削のみ→青) 

・ このほかにも、切羽観察などは行った場所に相当する部分にマークを表示して、それをダ

ブルクリックで開けるようにする。 
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図-B.2 3 次元所での進行状況色分け表示案 

 

B.7 従来との変更点の整理 

・ クライアントを使って、手で入力できるほかに、既存の管理プログラムなどからデータを受

け付けるようにする。 

・ 切羽観察は XML にエクセルデータの場所を記録して、クライアントから起動して開く形式

へ変更する。週報、月報データも同様とする。 

・ 切羽写真もクライアントへ登録して、XML データに記録し、表示を行う。 

・ このクライアントは栗子トンネル用であるが、今後の汎用化に向け以下の変更も検討す

る。 

� a)保存場所を NAS ではなく、サーバ上にする。 

� b)データの吸い上げ後、XML の形で保存することも可能(それをサーバへ保存) 
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Appendix C トンネル施工管理 XML スキーマ 

 

C.1 ルートデータ 

要素名 tunnelData 論理名 トンネルデータルート 
パス / 
図 

 
子要素 metainfo, partsType, designedSupportPattern, factSupportPatteern, 

supportPatternPos,processData 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 トンネルデータのルートノード。ここに各 XML ファイルへのリンクが記述される。子要素の

partsType に は 上 半 掘 削 (upperHalf) 、 下 半 掘 削 (lowerHalf) 、 イ ン バ ー ト
(invert,invertL,invertR)、覆工コンクリート(lining)の集約データのリンクが xlink の形で保存され
る。 
xlink の名前空間を指定する。 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
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C.2 トンネル付随データ 

要素名 metaInfo 論理名 トンネル不随データ 
パス /metaInfo 
図 

 
子要素 tunnelName, tunnelLengh, sectionSide, meterPix, starPos, lightWound, 

progressTypeNameRighWid,progressTypeNameLeftWid 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 トンネルに付随するデータを記述する 

progressTypeNameRighWid, progressTypeNameLeftWid は純粋にプログラムの稼働に必要な情報
(トンネル情報とは無関係) 

 

C.3 トンネル名称 

要素名 tunnelName 論理名 トンネル名称 
パス /metaInfo/tunnelName 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 施工中トンネルの名称 
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C.4 トンネルの長さ 

要素名 tunnelLengh 論理名 トンネルの長さ 
パス /metaInfo/tunnelLengh 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 施工中トンネルの名称 
 

C.5 図面上での作業進行方向 

要素名 sectionSide 論理名 図面上での作業進行方向 
パス /metaInfo/sectionSide 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 地層断面図上での作業進行方向(プログラムの動作に関するもの) 

 

C.6 距離と画面上ピクセル変換比 

要素名 meterPix 論理名 距離と画面上でのピクセル比 
パス /metaInfo/meterPix 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 距離と画面上でのピクセル比(プログラムの動作に関するもの) 
 

C.7 トンネル開始座標(距離程ベース) 

要素名 startPos 論理名 トンネル開始座標 
パス /metaInfo/startPos 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 

no 開始距離程 xsd::string 必須  属性 
 meter 距離程からの距離 xsd:string 必須  
内容 トンネルの開始座標(距離程ベース) (プログラムの動作に関するもの) 
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C.8 明かり巻の長さ 
要素名 lightWound 論理名 明かり巻距離 
パス /metaInfo/lightWound 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 明かり巻の距離 小数での入力も可(プログラムの動作に関するもの) 
 

C.9 トンネルを構成する掘削・打設過程の情報 

要素名 partsType 論理名 進行情報 
パス / partsType 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須  

属性 

xlink:show xlink での動作 sx:strng 必須  
内容 tunnelData のファイルパスを基点としたファイルへのパスが xlink:href に記述される。以下の XML

フ ァ イ ル は 各 過 程 進 行 の 簡 易 版 デ ー タ で あ る 。 上 半 掘 削 (upperHalfAll) 、 下 半 掘 削
(lowerHalfAll)、インバート(invertAll, invertLAll, invertRAll)、覆工コンクリート(liningAll)、設計支
保パターン(designedSupportPattern)、施工された支保パターン(factSupportPattern)、のデータが記
述される。 

 

C.10 設計支保パターン情報 

要素名 designedSupportPattern 論理名 設計支保パターン情報 
パス /designedSupportPattern 
図 

 

子要素 part 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 設計時での各支保パターンの並びと、その長さを記述する。 

part 要素の属性でその長さをメールで記述する。テキストノードで支保パターン名を記述する。 
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C.11 実際に施工された支保パターン情報 

要素名 factSupportPatteern 論理名 施工された支保パターン 
パス / factSupportPatteern 
図 

 

子要素 Part 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 施工時での各支保パターンの並びと、その長さを記述する。 

part 要素の属性でその長さをメールで記述する。テキストノードで支保パターン名を記述する。 
 

C.12 支保パターンの転換点 

要素名 supportPatternPos 論理名 支保パターン転換点 
パス / supportPatternPos 
図 

 

子要素 pattern  
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 3D 表示を行う際に支保パターンを表示するために使用する。支保パターンの転換点を距離程と、

距離程からの距離ベースで記述する。 
pattern 要素の属性 no で距離程、meter で距離呈からの距離(メートル)。テキストノードで支保パタ
ーン名を記述する。 

 
C.13 切羽観察などのデータ管理 

要素名 processData 論理名 過程の計測データ 
パス / processData 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須  

属性 

xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
内容 tunnelDataのファイルパスを基点としたファイルへのパスがxlink:hrefに記述される。ここには切羽観

察などの過程データが入る。 
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C.14 上半掘削進行状況(簡易版) 

要素名 upperHalfAll 論理名 上半掘削進行の簡易データ 
パス / upperHalfAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名 
xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 upperHalf となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、もし

くはイベント毎にユニークである
こと。 

roadDistanceNo 掘削開始距離程 NO xsd:string 必須  
roadDistanceDelt 掘削開始距離程から

の距離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm
（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）
mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁） 

属性 

total 累計距離 xsd:string 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。実際のデータは tunnelProgress 要素
にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が変わる。本属性情報に上半掘削進行に
おける tunnelProgress 要素の属性を記述する。 
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C.15 下半掘削進行情報(簡易版) 

要素名 lowerHalfAll 論理名 下半掘削進行の簡易データ 
パス / lowerHalfAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファ

イル名 
xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 lowerHalf となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割

り、もしくはイベント毎に
ユニークであること。 

roadDistanceNo 掘削開始距離程 NO xsd:string 必須  
roadDistanceDelt 掘削開始距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入力時刻 yyyy(西暦年 4
桁)mm（月 2 桁）dd（日 2
桁）hh（時 2 桁）mm（分 2
桁）ss（秒 2 桁） 

属性 

total 累計距離 xsd:string 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。 
 実際のデータは tunnelProgress 要素にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が
変わる。本属性情報に下半掘削進行における tunnelProgress 要素の属性を記述する。 
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C.16 インバート(全面)進行状況(簡易版) 

要素名 invertAll 論理名 インバート(全面)掘削進行の簡易デー
タ 

パス / invertAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名 
xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 invert となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、もしく

はイベント毎にユニークであるこ
と。 

fromNo 打設開始距離程 NO xsd:string 必須  
fromMeter 打設開始距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

endNo 打設終了距離程 NO xsd:string 必須  
endMeter 打設終了距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm
（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）
mm（分 2 桁）ss（秒 2 桁） 

属性 

total 累計距離 xsd:string 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。 
 実際のデータは tunnelProgress 要素にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が
変わる。本属性情報にインバート掘削進行における tunnelProgress 要素の属性を記述する。 

 



 C-9

 

C.17 インバート(右面)進行状況(簡易版) 

要素名 invertRAll 論理名 インバート(右面)掘削進行の簡易データ 
パス / invertRAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名

xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 invertR となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、も

しくはイベント毎にユニークで
あること。 

fromNo 打設開始距離程 NO xsd:string 必須  
fromMeter 打設開始距離程からの距

離(メートル) 
xsd:string 必須  

endNo 打設終了距離程 NO xsd:string 必須  
endMeter 打設終了距離程からの距

離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入 力 時 刻 yyyy( 西 暦 年 4
桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh
（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2
桁） 

属性 

total 累計距離 xsd:string 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。 
 実際のデータは tunnelProgress 要素にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が
変わる。本属性情報にインバート(右面)掘削進行における tunnelProgress 要素の属性を記述する。 
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C.18 インバート(左面)進行状況(簡易版) 

要素名 invertLAll 論理名 インバート(全面)掘削進行の簡易デー
タ 

パス / invertLAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名 
xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 invertL となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、もしくは

イベント毎にユニークであること。 
fromNo 打設開始距離程 NO xsd:string 必須  
fromMeter 打設開始距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

endNo 打設終了距離程 NO xsd:string 必須  
endMeter 打設終了距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月
2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分
2 桁）ss（秒 2 桁） 

属性 

total 累計距離 xsd:string 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。 
 実際のデータは tunnelProgress 要素にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が
変わる。本属性情報にインバート(左)掘削進行における tunnelProgress 要素の属性を記述する。 
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C.19 覆工コンクリート進行状況(簡易版) 

要素名 liningAll 論理名 覆工コンクリート打設進行の簡易データ

パス / liningAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名 
xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 lining となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、もしくは

イベント毎にユニークであること。 
fromNo 打設開始距離程 NO xsd:string 必須  
fromMeter 打設開始距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

endNo 打設終了距離程 NO xsd:string 必須  
endMeter 打設終了距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入力時刻 yyyy(西暦年 4 桁)mm（月
2 桁）dd（日 2 桁）hh（時 2 桁）mm（分
2 桁）ss（秒 2 桁） 

total 累計距離 xsd:string 必須  

属性 

liningNo コンクリート打設 NO xsd:stirng 必須  
内容 膨大な各進行データを全てプログラムの起動時に読み込むことは、難しいため、各進行データの

詳細情報からプログラム起動に必要なデータのみを抽出する。 
 実際のデータは tunnelProgress 要素にあるが、tunnelProgress タグは各掘削・打設情報ごとに形が
変わる。本属性情報に覆工コンクリート進行における tunnelProgress 要素の属性を記述する。 
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C.20 切羽観察状況情報(簡易版) 

要素名 workingFaceAll 論理名 切羽観察状況の簡易データ 
パス / workingFaceAll 
図 

 

子要素 tunnelProgress 
型 － 
出現回数 １以上 

xlink:type xlink の形式 xs:string 必須  
xlink:href xlink でのリンク xs:string 必須 詳細データの XNL ファイル名

xlink:show xlink での動作 xs:strng 必須  
partType どの掘削・打設情報か xsd:string 必須 workingFace となる 
progress その日の進行距離 xsd:string 必須  
no 切羽観察番号 xsd:string 必須  
id ID xsd:string 必須 入力 ID 番号。各加背割り、も

しくはイベント毎にユニークで
あること。 

roadDistanceNo 掘削開始距離程 NO xsd:string 必須  
roadDistanceDelt 掘削開始距離程からの

距離(メートル) 
xsd:string 必須  

属性 

dayTime 入力日時 xsd:string 必須 入 力 時 刻 yyyy( 西 暦 年 4
桁)mm（月 2 桁）dd（日 2 桁）hh
（時 2 桁）mm（分 2 桁）ss（秒 2
桁） 

内容 各切羽観察データの簡易版情報。これにより、切羽観察ファイルへのリンクを用意する。 
 
 

C.21 入力日時管理 

要素名 timeAndDay 論理名 時間管理クラス 
パス / upperHalf/timeAndDay 
図  
子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 

year yyyy(西暦年 4 桁) xsd:string 必須  
month mm（月 2 桁） xsd:string 必須  
day dd（日 2 桁） xsd:string 必須  
dayOfWeek 曜日 xsd:string 必須 以下から選択 

日、月、火、水、木、金、土 
timeHour hh（時 2 桁） xsd:string 必須  
minute mm（分 2 桁） xsd:string 必須  

属性 

second ss（秒 2 桁） xsd:string 必須  
内容 上半掘削、下半掘削、各インバート、覆工コンクリート打設の日時を管理する。 
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C.22 コメント管理 

要素名 remarks 論理名 コメント入力 
パス / upperHalf/remarks 
図 

 

子要素  
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 コメントを管理する。 
 

C.23 支保パターン名管理 

要素名 supportPattern 論理名 支保パターン名管理 
パス / upperHalf/suppoertPattern 
図 

 

子要素 － 
型 － 
出現回数 １以上 
属性 name 支保パターン名 xsd:string 必須  
内容 支保パターン名を管理する。 
 

C.24 進捗率管理 

要素名 progressRate 論理名 上半掘削進行詳細データ 
パス / upperHalf/progressRate 
図 

 

子要素 progressRate, 
型 － 
出現回数 １以上 
属性 rate 進捗率 xsd:string 必須  
内容 上半掘削をトンネル掘削体の進捗率としている。その進捗率を管理する。 
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C.25 上半掘削進行データ(１入力分詳細情報) 

要素名 upperHalf 論理名 上半掘削進行詳細データ 
パス / upperHalf 
図 

 

子要素 progressRate, remarks, supportPattern, timeAndDay, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 上半掘削進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要素があ

る。 
 

C.26 下半掘削進行データ(１入力分詳細情報) 

要素名 lowerHalf 論理名 下半掘削進行詳細データ 
パス / lowerHalf 
図 

 

子要素 timeAndDay, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 下半掘削進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要素があ

る。 
 

C.27 インバート掘削進行データ(１入力分詳細情報) 

要素名 invert 論理名 インバート進行詳細データ 
パス /invert 
図 

 

子要素 timeAndDay, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 インバート(左面)進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要

素がある。コンクリートの品質管理の concreatePlacement 要素がある。 
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C.28 インバート(左面)掘削進行データ(１入力分詳細情報) 

要素名 invertL 論理名 インバート(左面)進行詳細データ 
パス /invertL 
図 

 

子要素 timeAndDay, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 インバート(左面)進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要

素がある。 
 

C.29 インバート(右面)掘削進行データ(１入力分詳細情報) 

要素名 invertR 論理名 インバート(右面)進行詳細データ 
パス /invertR 
図 

 

子要素 timeAndDay, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  

内容 インバート(右面)進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要
素がある。 

 

C.30 覆工コンクリート(１入力分詳細情報) 

要素名 lining 論理名 覆工コンクリート打設詳細データ 
パス /lining 
図 

 

子要素 timeAndDay, concreatePlacement, (tunnelProgress) 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  

内容 覆工コンクリート進行についてシステムに入力する際の全データを管理する。0 の tunnelProgress 要
素がある。コンクリートの品質管理の concreatePlacement 要素がある。 
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C.31 切羽観察(１入力分詳細情報) 

要素名 workingFace 論理名 切羽観察詳細データ 
パス /workingFace 
図 

 

子要素 timeAndDay, supportPattern, earthCovering, section,rockName, rockGroup, rockNameTime, 
mountSupports, supportMethod, AMeasure, BMeasure, CMeasure, DMeasure, EMeasure,  

型 － 
出現回数 １以上 

id xsd:string  必須 入力 ID 番号。イベント毎
にユニークであること。 

daytime xsd:string 作成日 必須  
type xsd:string どの掘削・打設情報か 必須 working とする 
roadDistanceNo xsd:int 観察場所の距離程番号 必須  
roaddistanceDelt xsd:int 観察場所の距離呈番号

からの距離 
必須  

以下に要素内タグ名 名称 型  属性について 
image xsd:string 切羽断面画像ファイル名 必須  
comment xsd:string コメント 必須  
rockNameTime xsd:string 岩石名・時代 必須  
rockGroup xsd:string 岩石グループ 必須 属性 group に記述 
rockName xsd:string 岩石名コード 必須 属性 code に記述 
mountSupports xsd:string 補助工法 必須 属性 from 
ABMeasure xsd:string AB 計測 必須  
stateSpecialCondition xsd:string 特殊像研・状態など 必須  
breakUp xsd:string 崩壊の有無状況 必須  

属性 

invertEarlyClosure xsd:string インバートの早期閉合の
有無 

必須  

内容 切羽観察一回分のデータを記述する。 
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C.32 切羽観察の評価項目(圧縮強度) 

要素名 AMeasure 論理名 圧縮強度 
パス /workingFace/AMeasure 
図 

 

子要素 Right, Center, Left 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 切羽観察の圧縮強度に関する観察項目を管理する。 
 

C.33 切羽観察の評価項目(風化変質) 

要素名 BMeasure 論理名 風化変質 
パス /workingFace/BMeasure 
図 

 

子要素 Right, Center, Left 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 切羽観察の風化変質に関する観察項目を管理する。 
 

C.34 切羽観察の評価項目(割れ目間隔) 

要素名 CMeasure 論理名 割れ目間隔 
パス /workingFace/CMeasure 
図 

CMeasure

Left

Center

Right

 

子要素 Right, Center, Left 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  

内容 切羽観察の割れ目間隔に関する観察項目を管理する。 
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C.35 切羽観察の評価項目(割れ目状態) 

要素名 DMeasure 論理名 割れ目状態 
パス /workingFace/DMeasure 
図 

  

子要素 Right, Center, Left 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 切羽観察の割れ目状態に関する観察項目を管理する。 
 

C.36 切羽観察の評価項目(走向傾斜) 

要素名 EMeasure 論理名 走向傾斜 
パス /workingFace/EMeasure 
図 

 

子要素 Right, Center, Left 
型 － 
出現回数 １以上 
属性  
内容 切羽観察の走向傾斜に関する観察項目を管理する。 
 

C.37 切羽観察の評価項目(評価位置) 

要素名 Left 論理名 評価位置(左肩部) 
パス /workingFace/Left 
図 

 

子要素  
型 － 
出現回数 １以上 
属性 point 評価点数 xsd:string 必須  
内容 切羽観察における各項目の評価位置を管理する。 
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C.3８ 切羽観察の評価項目(評価位置) 

要素名 Center 論理名 評価位置(天端部) 
パス /workingFace/Center 
図 

 

子要素  
型 － 
出現回数 １以上 
属性 point 評価点数 xsd:string 必須  
内容 切羽観察における各項目の評価位置を管理する。 
 

C.39 切羽観察の評価項目(評価位置) 

要素名 Right 論理名 評価位置(右肩部) 
パス /workingFace/Right 
図 

 

子要素  
型 － 
出現回数 １以上 
属性 point 評価点数 xsd:string 必須  
内容 切羽観察における各項目の評価位置を管理する。 
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C.40 コンクリート打設品質管理(１入力分詳細情報) 

要素名 concreatePlacement 論理名 コンクリート打設品質管理 
パス /concreatePlacement 
図 

concreatePlacement timeAndDay

supportPattern

 
子要素 supportPattern, timeAndDay 

型 － 
出現 
回数 

１以上 

id ID xsd:string 必須  
BL 打設番号 xsd:int 必須  
fromNo 打設開始距離程 NO xsd:string 必須  
fromMeter 打設開始距離程からの距離 xsd:string 必須 Unit : m 
endNo 打設終了距離程 NO xsd:string 必須  
endMeter 打設終了距離程からの距離 xsd:string 必須 Unit : m 
dayTime 入力日時 xsd:string 必須  
lengh 延長(m) xsd:string 必須  
weather 天候 xsd:string 必須  
AMOutsideAirTemperature 午前の坑外気温(℃) xsd:float 必須  
PMOutsideAirTemperature 午後の坑外気温(℃) xsd:float 必須  
AMUnderGroundAirTemperature 午前の坑外気温(℃) xsd:float 必須  
AMUnderGroundAirTemperature 午後の坑外気温(℃) xsd:float 必須  
designedConcreateValue  設計コンクリート量(m3) xsd:float 必須  
orderdConcreateValue 注文コンクリート量(m3) xsd:float 必須  
placementHour 作業時間(h) xsd:float 必須  
fieldTestSrAM 午前現場実験 Sr(cm) xsd:float 必須  
fieldTestSrPM 午後現場実験 Sr(cm) xsd:float 必須  
fieldTestAirAM 午前現場実験 Air(%) xsd:float 必須  
fieldTestAirPM 午後現場実験 Air(%) xsd:float 必須  
fieldTestCTAM 午前現場実験 CT(℃) xsd:float 必須  
fieldTestCTPM 午後現場実験 CT(℃) xsd:float 必須  
fieldTestSingleWedAM 午前現場実験単水(kg/m3) xsd:float 必須  
fieldTestSingleWedPM 午後現場実験単水(kg/m3) xsd:float 必須  
fieldTestSaltedAM 午前現場実験塩物(kg/m3) xsd:float 必須  
fieldTestSaltedPM 午後現場実験塩物(kg/m3) xsd:float 必須  
materialStrengh7DayTimeAM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ7 試験日 
materialStrengh7MeansAM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ7 平均 
materialStrengh7DayTimePM 午後材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ7 試験日 
materialStrengh7MeansPM 午後材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ7 平均 
materialStrengh28DayTimeAM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ28 試験日

materialStrengh28MeansAM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ28 平均 
materialStrengh28DayTimePM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ28 試験日

materialStrengh28MeansPM 午前材令強度(N/mm2) xsd:float 必須 σ28 平均 
remarksAM 午前備考 xsd:sting 必須  

属性 

remarksPM 午前備考 xsd:string 必須  
内容 コンクリート打設に関する品質管データ 
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STUDY OF PRODUCT DATA MODEL APPLIED TO  

LIFE CYCLE MANAGEMNT OF TUNNELS  
 

Itakura,K. 1 Matsui,H. 2 Sato,T. 2 Hayano,A. 2 Yamachi,H. 3 Ootsu,S. 3 
1Muroran Institute of Technology 2Japan Atomic Energy Agency  ３Sumitomo-Mitsui construction Co, Ltd 

 
In the present study, the system that enabled life cycle management of tunnels is developed by invoking the 
underground development support system by which authors had developed. Needless to say, tunnel 
management works have many divergences, so there is a limit within the works that we can set about in this 
study. Therefore, we have chiefly carried out the design work and system mounted work on tunnel progress 
management that was found of tunnel construction management. And data transaction of tunnel working face 
observation and concrete placement are also researched.   
 
On the developed system, a virtual 3D-model of a tunnel is constructed on PC and it is possible to access and 
transact necessary data by moving around that virtual space freely. Therefore, it is necessary to make a virtual 
3-D model at every tunnel project. However, a large labor and time are required for this work. So we have 
developed the sub-system that is able to make 3D-CG model generally by invoking the RDBMS function of an 
existing system from 2D-CAD data. The 3D-CG models of the two under construction tunnels have been made 
in order to verify the practicality of this sub-system. As a result, it was shown that even a standard tunnel 
engineer who doesn't have the knowledge of 3D-modeling could easily make virtual 3D-space.  
 
Actual data management was decided to the use of XML. Therefore, at first the basic structure of the 
developed system, that is, the time framework and the data base structure was designed. And the data class was 
also defined about tunnel progress data, working face observation data and concrete quality control data based 
on the designed structure, and the XML files were described. In these works, the management data acquired 
during the construction of Kuriko tunnel (Yamagata side) in Tohoku Chuo Expressway is used. 
 
When existing data is compiled into database, there are many difficulties without an expense problem. On the 
other hand, almost all tunnel management works are transacted on PC in a site office. If data input works made 
automatically constructed database, it should be desirable in our developed system because real time database 
construction is available and construction cost also dramatically reduce. According to this idea, the sub-system 
that can simultaneously perform data transaction and database construction concerned with above three 
management tasks was developed. 
 
It was confirmed that the traceability of the above-mentioned three management tasks improved dramatically 
by developing these system. Moreover, it was also showed that the staff not skilled in an operation of RDSMS 
easily was able to process and transact management data from 3-D CG model space. 
 

KEYWORDS:  tunnel management, semi-automatic 3D-model making, RDBMS, automatic 
database construction, virtual reality user interface 
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 本研究は、筆者らが開発に取り組んできた
地下開発支援システムを援用し、トンネルのラ
イフサイクル管理を可能とするシステムの開発
を行ったものである。当然のことながら、トンネ
ルの施工管理業務は多岐にわたるため、本研
究で着手できた範囲は限定される。このため、
トンセル施工管理の基礎となるトンネル進行管
理のシステム設計とその実装を主として実施し
た。また、トンネル切羽観察とコンクリート打設
のデータ処理に関しても研究を行った。 
 開発システムでは、仮想の3次元空間をPC
上に構築し、その空間内を自由に移動するこ
とで必要とする情報にアクセスし、処理すること
ができる。したがって、トンネル案件毎に仮想
の3次元モデルを作成しなければならないが、
この作業には多大な労力と時間を要する。こ
のため、われわれは２次元CADデータから既
存システムのRDBMS機能を援用して3次元C
Gモデルを汎用的に作成できるシステムを開
発した。その実用性を検証するため、現在施
工中の2トンネルの3次元CGモデル化を作成
した。その結果、３次元モデリングの知識がな
い標準的なトンネル技術者でも容易に３次元C
Gモデルの作成が可能であることが示された。
 実際のデータ管理にはXMLを採用すること
とした。このため、まず、開発システムの基本
構造、すなわち時間フレームワークならびにデ
ータベース構造を設計し、この設計構造に基
づいてトンネル施工時の進行管理データ、切
羽観察データ、およびコンクリート打設のデー
タクラスを設定し、実際にXMLファイルを記述
した。なお、これらの作業は、東北中央自動車
道栗子トンネル（山形側）工事で発生したデー
タを使用した。 
 また、既存のデータ群をデータベース化する
には、費用の問題を除いても多くの困難が生
じる。一方、トンネル管理業務のほとんどは現
場事務所のPC上で行われる。もし、データ入
力業務が、そのままデータベースを構築する
なら、リアルタイムのデータベース構築が可能

となり、構築に要するコストも激減する。このよう
に考え、上記の3業務に関してデータ入力業
務がそのままデータ処理とデータベース構築
を行うシステムを開発した。 
 これらのシステムの開発により、上記の3管理
業務についてそのトレーサビリティが大きく向
上することが確認された。また、RDSMSの操作
に習熟しない職員も、3次元仮想空間から容
易に管理データのアクセスし、処理できること
が示された。  
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