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 道道知床公園羅臼線の共栄地区において、越波や落石による交通障害が発生していたことか

ら、安全で安心な道路交通確保を目的にトンネル計画を行った。トンネル区間近傍には、北海

道指定天然記念物であるヒカリゴケが生育するマッカウス洞窟が存在していたことから、トン

ネル建設に伴うヒカリゴケの生育環境を保全することが課題となっていた。 
ヒカリゴケ生育環境保全のために採用した防水型トンネルの実施状況について報告する。 
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1.  はじめに 

 

道道知床公園羅臼線は、全長24.5kmの海岸道路で、

平成17年7月に登録された知床世界自然遺産に近接し

ており、約8kmの区間が国立公園内にあり、羅臼町市街

地と相泊地区を結ぶ唯一の連絡路として沿線にある集落

の生活や経済にとって欠くことのできない主要道路であ

る。この内、共栄地区では、越波や地震・降雨による落

石、土砂崩れなどにより、通行止めを余儀なくされるこ

とが多く、集落の孤立化などが起きていることから、防

災対策を目的とした全長 498.5ｍのトンネルを計画した。

ここでは、ヒカリゴケの生育環境を保全するために道道

知床公園羅臼線マッカウストンネルで採用した防水型ト

ンネル（ウォータータイト）に関する設計・施工および

計測について報告する。 

 

 

 

図-1 マッカウス洞窟（ヒカリゴケ生育） 

 
 

 
図-2 トンネル位置図 
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2.ルート選定 

 

（1）ルートの比較検討 

ルート選定は、マッカウス洞窟への影響、水産資源へ

の影響、越波への対策および不安定斜面の対策等を考慮

した現道案、海上案およびトンネル案の3ルートについ

て検討を行った（図-4参照）。 

 
図-3 ルート選定する上での留意点 

 比較ルート案の概要は、以下である。 

①現道案：現道ルートは変更せず、崩壊の危険性のある

斜面対策と越波対策を行う案 

②海上案：崩壊の危険性のある斜面を回避するため、岩

石崩壊が到達しない位置まで海側へ沖だし

し、越波対策を行う案 

③トンネル案：崩壊の危険性のある斜面および越波を回

避するため、山側にトンネルを掘る案 

 

 

表-1 ルート選定概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較検討ルートについては、「防災対策検討協議会」

を設立し、事業方針などについての検討を行った結果、

ヒカリゴケなどの自然環境への配慮、水産資源への影響

および羅臼町の産業面など判断し、トンネル案に決定さ

れた（表-1参照）。 

 

（2）防災対策検討協議会の開催 

 防災対策検討協議会は、安全で安心な道路交通確保の

ための防災対策を実施するにあたり、必要な検討項目に

ついて、学識経験者、地域住民代表、地元関係団体・自

然保護・教育関係者等による意見調整及び各種対策工に

ついて検討することを目的に設立され、平成19年度に3

回開催された。協議会では、以下の方針が提言された。 

①トンネル線形及び工法については、現在の洞窟内環境

を維持するための地下水保全策を検討するとともに工

事コストの縮減にも配慮すること。 

②トンネル施工による洞窟内の環境変化について監視を

行い、洞窟内環境の維持に極力努めること。 

 上記提言内容を踏まえ、トンネル設計を行なった。 

 

3.トンネル設計概要 

 

（1）地質概要 

基盤層は、新第三紀鮮新世のサシルイ川層で、周辺に

は、その上位にハシコイ溶岩・登山口溶岩、更新世の段

丘堆積物、現世(沖積世)の崖錐及び沖積層（現河床堆積

物及び海浜堆積物）が分布していた。サシルイ川層は、

安山岩質集塊岩を主体として部分的に安山岩質凝灰角礫

岩（ハイアロクラスタイト）が分布し、泥岩層・凝灰質

砂岩層・流紋岩質凝灰岩を挟む。 

ハイアロクラスタイトは、大別して上下２層あり、上

層を Sc-1、下層を Sc-2 とした。また、同様に下層の

Sc-2を透水性によってSc-2(U)、Sc-2(L1)、SC-2(L2)の３

層に区分した。トンネル区間の大部分は、下層のハイア

ロクラスタイトで占められている。 

 凝灰質砂岩は、上下のハイアロクラスタイトの間に挟

まれており、流紋岩質凝灰岩・泥岩・凝灰質砂岩に相当

する。ボーリング調査で確認されているとともに、露岩

でも確認されている。岩相は、砂岩・泥岩・凝灰岩で層

状に堆積している。 

安山岩は、ボーリング調査で確認されたとともに、露

岩でも確認されている。安山岩の性状は、ハイアロクラ

スタイト中にシート状に迸入したり、岩脈状に貫入して

いた。 

トンネル掘削中は、ハイアロクラスタイト層や安山岩

層の地層境界（縦断方向および上下方向）位置などにつ

いては、相違なく推移した。ハイアロクラスタイト層は、

塊状であるが軟質、安山岩層は硬質であるが多亀裂で透

水性が高く湧水が多いことが特徴である（図-5 参照）。 

 

図-4 比較ルート図 
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（2）設計概要 

 一般的に山岳トンネルは、周辺の地下水を覆工背面に

滞留させることなく排水し、過大な地下水圧や覆工背面

からの漏水を生じさせない排水構造としている。 

本トンネルでは、ヒカリゴケ環境保全対策として防水

型（ウォータータイト）トンネルを一部区間に採用した。

以下に、ウォータータイト区間の延長、構造、断面につ

いて詳述する。ウォータータイト区間の設定は、三次元

地下水流動解析により、極力マッカウス洞窟内環境に影

響を与えない区間（延長 L=150m）で計画することとし

た。 

 

ａ）防水型（ウォータータイト）区間の延長 

 延長の設定は、三次元地下水流動解析にて種々の延長

ケースを解析し、地下水低下の影響評価を行い決定した。

解析プログラムは、地表流も含めたモデル流域内の水循

環を総合的に計算・再現することができる三次元統合型

多相流水循環解析プログラム（積分型有限差分法）を用

いた。このプログラムは、基本的に地下水・地表流の変

化を時系列的に計算する非定常計算モデル  

である。図-6 に解析実施フロー図を、図-7 に領域初期

化の概念図を示す。 

 

図-6 解析実施フロー図 
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図-7 領域初期化の概念図 

 トンネル建設により洞窟に湧出する地下水を保全する

ためには、ウォータータイト区間長を延ばすことが有利

であることは明白であったが、区間を延ばすことは、掘

削断面の増加、全周防水シート敷設等の施工量の増加や

事業工費の増額につながることからトンネル建設時の洞

窟に湧出する地下水低下の影響評価を行った上で、延長

L=150ｍが最も優位と考えた。図-8に延長 L=150m とした

場合の洞窟周辺の地下水位低下、図-9 に三次元地下水

流動解析ケースを示す。 

 

図-8 洞窟周辺の地下水位低下図（区間延長L=150m） 

 

図-9 三次元地下水流動解析ケース 

図-5 地質縦断図 

ケース1 L=50m 

ケース2 L=100m 

ケース3 L=150m 

ケース4 L=200m 

ケース5 L=498.5m 
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ｂ）防水型（ウォータータイト）の概要 

山岳トンネルは、排水型（図-8 参照）であり覆工は

力学的機能を有さないものとして無筋コンクリートを基

本としている。これに対し、防水型（図-9 参照）は、

防水工、覆工打設完了後、地下水位の上昇により、覆工

に水圧が作用する。このような外力に対し、覆工をはり

要素、地盤をバネでモデル化して骨組構造解析を行い、

覆工を鉄筋コンクリート構造とし、覆工強度発現までの

期間、二次覆工に水圧が作用しないように仮排水工を設

け、湧水を排出する計画とした。また、経年劣化に伴う

亀裂、防水シート破損等の漏水、保水対策としてリペア

システム、ウォーターバリアを設置し、長期的な環境保

全が図れる構造とした。 

 

図-8 排水型（通常のＮＡＴＭ）   

 

図-9 防水型(ウォータータイト) 

 

ｃ）内空断面形状 

 本トンネルは、内空幅 8.5～12.5m 程度であるため、

“通常断面”に区分されることから通常の条件の上半単

心円断面を採用した。ウォータータイトの断面は、水圧

等の外力に対して構造的な安定性を確保する必要があっ

たことから、インバート半径を小さくし円形に近づけた

断面、あるいは真円断面の比較検討を実施した。 

 結果（図-10参照）は、インバート半径を上半半径の

1.2倍とした内空断面（ウォータータイト断面②）が最

も経済性に優れ、真円断面に比べインバート半径が大き

く施工性にも優れると評価し採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 内空断面検討結果表 

4.トンネル施工概要 

 

（1）防水型（ウォータータイト）区間の施工 

防水型区間の防水シート敷設において、従来の施

工法では、防水シートの背面に水みち（空隙）が残

ることや、ウォーターバリアと防水シートの接着が

確実とならない場合があるなど、施工品質の確保に

課題が残されていた。 

そのため、覆工背面の空隙をなくし防水シート及

びウォーターバリア設置面を平滑にするＦＩＬＭ

（旧称：ハイ・イータス工法 ）工法を採用し、確実

で理想的な防水構造を構築した。 

インバート部に防水シートを張る場合、一般的に

はインバート吹付けコンクリートの不陸分を考慮し、

シートをたるませて施工するが、隣接するシート同

士での溶着部の長さの違い（たるみ）が溶着不良の

原因となり、防水機能に問題が生じやすい。 

この問題を解決するために、インバート吹付け面を平

滑に仕上げ、また、吹付け表面に現れている粗骨材の鋭

角部をカバーする目的で、モルタルによる仕上げ吹付け

（写真-1参照）を行い、溶着の確実性と防水シート及び

ウォーターバリアの信頼性を向上させた。 

 
写真-1 インバート仕上げ吹付 

 
写真-2 防水シート設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 覆工完了全景 
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（2）トンネル終点坑口側方空洞部の施工 

地質調査およびトンネル掘削施工中には、終点側坑口

側方部に空洞が確認されたため、トンネル掘進がそこに

至る前に空洞部を充填する必要があった。空洞の規模は

当初1,200㎥程度の想定であったが、実際に5,000㎥（3Ｄ

レーザスキャナの活用）に及ぶことが施工中に判明した

（図-10参照）。長期的なトンネル本体の安定を考慮し、

支持地盤層までの掘削及び排土、掘削床保護コンクリー

ト、インバート部置換コンクリートを施工したうえでエ

アモルタルでの空洞充填を行うこととした。 

エアモルタル充填方法は、空洞の拡がりが入り口より

上部に向かい13ｍもの高さがあったため、各打設リフト

毎に注入配管を設置し充填することとした。 

最終的な充填の確認は、注入パイプ１孔、注入兼リタ

ーン確認パイプ２孔、エア抜き兼リターン確認パイプ２

孔の合計５孔で行い（図-11参照）、低い位置から順に

リターンを確認しながら充填した。ここでは、ダブルチ

ェックとして充填センサーを併用した。エアモルタルが

設計基準強度に達した後に、コンタクトグラウトを実施

し、注入後の収縮等による微細な空隙を無収縮モルタル

で再充填し、より確実な施工とした。 

 

図-10 空洞部平面・断面図 

 
図-11 空洞天端部注入模式図 

 

（3）施工中のモニタリング 

施行中のモニタリングは、トンネル施工による洞窟内

環境への影響を把握し、ヒカリゴケの生育環境保全を目

的に実施された。   

トンネル施工中は、周辺地下水位の低下は避けられず

一時的な環境変化は許容さぜるを得ない状況であったた

め、施工中に生じる洞窟内環境の変化に着目する必要が

あった。 

図-12にモニタリング項目および実施方法を示す。 

 

図-12 モニタリング概要図 

トンネル施工中は、図-13に示したフローに従い、不

測の事態により異常が確認された場合は、迅速な対応に

よりヒカリゴケの生育環境維持に努めた。 

２※ 管理・判定基準に
？該当するか 

３※ 原因究明

改善されない

環境は改善
？されたか 

改善された

該当する

４※ ヒカリゴケの生育
？に影響するか 

５※ 応急対策の検討・実施
５※  応急対策の実施

～　 有識者との連携により応急対策を実施
（ ）　・表層土壌への水分補給 洞窟内での噴霧 
（ ）　・滴水や氷筍の防止対策 簡易的な雨樋設置 

　・ヒカリゴケ培養株の確保

２～５ 、※   の判断は いずれも専門技術者で実施
、 （ 、 ） 、※なお 日常管理 1回/日 工事の中で実施 において 

『 』、『 ヒカリゴケ生育箇所に滴水が発生   洞窟内土壌が冬
』 、 、期のように乾燥する など 異常が確認される場合には 

、適宜データ回収を実施し 専門技術者への連絡を行うも
のとする

影響する

２※ 管理基準および目安となる判定基準
　[計測データ]

～ ： ％ （ ）　・洞窟内湿度 夏期 　　  90 以下となる 日平均 
、 ： ％ （ ）                    　 春 秋期  80 以下となる 日平均 

　[目視観察]
　・洞窟内湧水が減少
　・ヒカリゴケ生育箇所の土壌が乾燥
　・ヒカリゴケ生育箇所に適水や氷筍が発生

１※ 　日常管理
　　　(モニタリング)

影響しない

（ ） ：※1 日常管理 モニタリング 　 　1回/日
①　 ヒカリゴケの定点観察
②　 周辺土壌の定点観察
③　 洞窟内湧水・氷筍の観察
④～⑥ ：　   オンライン計測　 　1回/h

（ 、 、 ）　　 温湿度計 土壌水分計 自記水位計 

３、４※   
、　洞窟内の観察状況 土壌水分データや外気との関

、連なども踏まえ ヒカリゴケの生育に影響するかを総
合的に判断する

 

図-13 施工中のモニタリング対応フロー図 

 

トンネル施工中は、掘削に伴う周辺地下水の低下

や洞窟奥の湧水の減少が確認されたものの、洞窟内湿

度はいずれの期間も基準値を満足し、洞窟内土壌水分

についても、トンネル施工に伴う大きな変化は確認さ

れていない。トンネル施工完了時点においても、ヒカ

リゴケに影響を与えるような洞窟内環境の変化はない

ものと判断された。また、低下した地下水位は、防水

型区間の仮排水閉塞後より回復傾向にある。 

  

（4）施工評価会議の開催 

  トンネル施工実施にあたり、設計・施工上の問題点

について検討・助言を加え、詳細設計・施工への指針
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を提起することを目的に施工評価会議が設置され、平

成24年度に3回、平成25年度に1回開催された。  

施工評価会議にて提言された各委員の意見を踏まえ、

主に以下の設計変更を行った。 

①掘削中の変位が微小であったことから、終点側ＤⅡパ

ターンの変形余裕量10㎝を5㎝に変更 

②空洞内インバート部に分布するＮ値10以下の海浜堆積

物層（Sg1層）の除去・置換（図-14参照） 

③空洞部の標準支保パターンは、坑口部を除いて当初Ｄ

Ⅱパターンと設定していたが、長期安定性を考慮し、

斜面や地表に影響を及ぼす可能性のある範囲に用いる

坑口パターン支保構造に変更（天端ロックボルト配

置）した（図-15,16参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 空洞縦断図 

 
図-15 ＤⅡパターン（当初） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-16 坑口’パターン（変更） 

5. 防水型（ウォータータイト）区間の評価 

  

 今後の地下水位の動向を継続的にモニタリングするこ

とを原則として、現段階では以下の理由から防水型区間

設定は妥当であったと考えている。 

①三次元地下水流動解析時のトンネル地質情報データお

よびトンネル内湧水量について観測値との検証を行っ

た結果、トンネル施工進行状況との相関性はとれてい

ること。 

②マッカウス洞窟に最も近接した観測孔の現状地下水位

は、予測解析値と同等値で復水目標値に推移している

ため、洞窟周辺部の地下水位は保たれていること。 

③各観測孔共に、防水型区間完成後に緩慢ではあるが復

水傾向を示しているため、予測解析値である復水目標

値に近づいていく可能性があること。 

④マッカウス洞窟内の環境（ヒカリゴケ分布、湿度、気

温および土壌水分）は現状で異常を示していないこと

から、環境維持に必要となる洞窟周辺部の地下水位は

保全されていること。 

 地下水三次元流動解析結果では、防水型区間完成後に

地下水は1～2ヶ月間で徐々に上昇し、4～6ヶ月後に概ね

平衡状態（復水目標値）に至ることを解析により得てい

ることから、今後も継続的にモニタリングを実施する必

要があると考えている。 

 

6.おわりに 

 

 マッカウストンネル施工時の最重要課題であったヒカ

リゴケの生育環境保全をはじめ、トンネルの長期耐久性

の向上などに対して、三次元地下水流動解析による防水

型区間の設定、施工中の洞窟内環境変化のモニタリング

による環境維持、確実な空洞部の充填処理、有識者の提

言項目を踏まえ検討実施した設計変更等により目的が達

成できたものと考えている。 

平成25年10月に無事、トンネル本体工事が完了し、平

成26年3月の開通を迎えることにつきまして、ご協力を

頂いた関係各位の方々に深く感謝いたします。 


