
本号の編集にあたって
本号では「空洞化／陥没」をテーマとして，空洞化／陥没による被害や空洞生成メカニズム等

の研究の現状，空洞に関する調査技術，予防保全を念頭に置いた対策工法と課題，今後の展望を

特集しております。

地盤の陥没は突然起きるように見えますが，地盤の中ではそれより前の段階で何らかの原因に

より空洞が生じ，ある誘因の下で空洞が拡大しています。空洞の生成には自然発生的なものと人

為的なものがあり，人為的なものではトンネル掘削や地下埋設物（構造物）の不具合によるもの

等があります。

近年，都市部では道路の陥没が頻発しています。道路陥没による社会的損失は大きいものの，

陥没対策は事後保全の対処療法的なものが中心となっており，予防保全的な対策に向けての調査，

分析，対策が重要です。空洞の把握にあたっては，地表面付近のものは比較的探知が可能ですが，

深層にあるものや地下埋設物が輻輳している箇所では，その検知が困難となる等の課題もありま

す。

本号では，陥没を引き起こす地盤内空洞，地下鉄陥没事故とその復旧工事，港湾施設の陥没対

策，下水道管路起因の道路陥没，鉄道線路下陥没に関する挙動の考察と対策，道路の路面下空洞

対策の取り組み，海外での多発陥没地質調査例，深層対応の地中レーダの技術開発と探査事例に

ついて特集しております。

本特集号が会員の皆様にとって有益な情報源のひとつとして，今後の業務での活用や研究など

の一助となれば幸いです。
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