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 一般国道40号音中トンネル工事での葉片状～粘土状を呈する脆弱な蛇紋岩区間において、切

羽の押し出しや盤ぶくれ等の変状が発生した。蛇紋岩に含まれるブルーサイトや時間依存性の

影響等から強大な地圧が発生したものと考えられ、想定される変状の要因について報告するも

のである。 
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1.  はじめに 

一般国道40号音威子府バイパスは、雪崩による特殊交

通規制区間を解消し、道路交通の定時性の確保や安全性

の向上、現道の交通事故低減を目的とした延長19.0kmの

一般国道のバイパス事業である。 

音威子府バイパスでは、起点側から音威子府トンネル

（L=2,699m）、物満内トンネル（L=418m）、筬島トン

ネル（L=629m）、音中トンネル（L=4,686m）の4トンネ

ルが計画されており、現在は音威子府トンネルと音中ト

ンネルが建設中である（図-1）。このうち音中トンネル

では、蛇紋岩が分布する区間の施工中に切羽の押し出し

や盤ぶくれ等の変状が発生したため、変状メカニズムの

解明を目的とした調査解析及び対策工法の検討・設計を

進めているところである。 

本報告は、施工中及び変状発生後の調査結果などに基

づき、現時点で想定される変状要因と発生のメカニズム

について報告するものである。 
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図-1 音威子府バイパス事業概要 

 

 

 

2.  音中トンネルの地質概要 

音中トンネルの地質縦断図を図-2に示す。本トンネル

の地質は中部蝦夷層群の泥岩、空知層群の玄武岩類・珪

質頁岩・砂岩及び下部蝦夷層群の砂岩・泥岩からなり、

これらの基盤岩類に時代不詳の蛇紋岩が貫入している。

このうち蛇紋岩が分布する区間は延長約460mにわたり、

土被りは最大で320mである。 
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図-2 音中トンネルの地質断面図 

 

3.  蛇紋岩区間の施工概要 

音中トンネルにおける蛇紋岩は坑口から1,300m付近で

出現し、これより約457m区間で掘削が進められていた。 

蛇紋岩区間では支保工を二重支保構造（図-3）とし、

吹付けコンクリートの設計基準強度は36N/mm2 とした。

また、インバート半径を3.0R（R: 上半半径）から1.5Rに

変更して円形に近付け、脚部等に応力が集中しない形状

とした。更にはインバートの閉合距離を7m（土被りが

300mを超える区間では4mに短縮）を原則とした超近接

早期閉合に瞬結高強度吹付けコンクリートを併用し、初

期変位と変位増大の抑制を図った。 

なお、支保パターンの変更後は、A計測により内空変
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位が週1mm以下であることが2週連続で確認されること、

B計測により吹付コンクリートの応力が設計基準強度以

下であること、鋼製支保工の曲げモーメントの増加がな

いことを確認し、採用した支保構造の安定を確認してい

た1）。 
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0

R1=8625

LC

二次変形余裕

一次変形余裕

注入式鏡ボルトL=12.6m
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トンネル

一次支保工

二次支保工

ロックボルト
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一次インバートインバートコンクリートt=300
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図-3 蛇紋岩区間の支保構造［EⅢ（1）～EⅣ（2）］ 

 

表-1 蛇紋岩分布区間における支保パターンの概要 

EⅡ（1） EⅡ（2） EⅢ（1）～EⅢ（3） EⅣ（1）～EⅣ（2）

音威子府トンネル
の解析結果を用
いて支保構造を
決定

インバート脚部に
応力が集中しな
い形状

変位増大と初期
変位速度の抑制

断面閉合までの
時間を短縮して
変位を抑制

超近接早期閉合
＋曲面切羽

形状（R:上半半径） 3.0R

ストラット

鋼製支保工

吹付コンクリート
鋼製支保工 H-250 H-150

吹付コンクリート
ロックボルト 10本 22本
補助工法 AGF、注入式長尺鏡ボルト、鏡吹付コンクリート

支保パターン

変更理由

施工法

支保構造

イン
バート

1次
支保工

2次
支保工

H-200

高強度吹付：t=250 瞬結高強度吹付：t=300

高強度吹付：t=200
-

瞬結高強度吹付：t=300

H-250

早期閉合

二重支保

1.5R

H-200 H-250

 

 

4.  変状発生状況 

蛇紋岩が分布する区間の掘削は起点側（音威子府側）

から進められ、前述のとおり重厚な支保を用いて慎重に

施工を進めていたが、蛇紋岩区間の掘削がほぼ完了する

平成26年1月に変状が発生した。変状の経緯と概要は以

下のとおりである（表-2）。 

①平成26年1月、P=8,591.2付近において切羽の押し出

しと盤ぶくれを確認。 【区間1】 

②区間1の変状発生から数日間で変状は切羽から起点

側坑口方向へ波及し、切羽から延長180m区間で盤

ぶくれや支保工の変形・破断を確認（写真-1、写真

-2）。 【区間2】 

③変状発生から約50日後に、切羽から約250m起点側

のP=8,346.2付近で約30m（延長不明）にわたり天端

が崩落（写真-3）。 【区間3】 

④区間3の崩落後、天端崩落箇所から起点側坑口方向

の約150m区間で盤ぶくれや支保工の変形が発生。

変状は区間2と比較してやや緩慢に進行。 

  【区間4】 

なお、現時点において区間3～区間4を閉塞しているた

め崩落区間の詳細が不明であり、区間分け及び変状の特

徴については追加調査の結果により修正される可能性が

ある。 

 

表-2 蛇紋岩分布区間における変状の概要 

区間 位置
変状

発生時期
変状の特徴等

1 最先端の切羽周辺 H26.1月 押出し・盤ぶくれ

2
切羽～崩落箇所まで
約220m区間

区間1の変状発
生から数日後

盤ぶくれ（確認された
延長約180m）・支保工
の変形

3
崩落区間
延長不明（30m？）

区間1の変状発
生から約50日後

天端崩落

4
崩落区間から起点側
約150m区間

区間3の崩落後
やや緩慢に進行

盤ぶくれ・支保工の変
形。やや緩慢に進行。

5 起点側の約60m区間 変状未発生 -

※ 平成27年12月時点で区間3,4を閉塞しているため区間1～4の現況は不明。

今後の追加調査・検討により区間分けを含め修正される可能性がある。

閉
塞

 

推定2m

 
写真-1 盤ぶくれ状況 

鋼製支保工

 
写真-2 鋼製支保工の破断 

 

写真-3 天端崩落状況 
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5  蛇紋岩区間の地質状況 

(1)   蛇紋岩の区分 

蛇紋岩は主にかんらん岩が変質して生じた岩石であり、

その性状から塊状、葉片状、粘土状等に分類される2）。

塊状蛇紋岩は火成岩と同様に節理系が発達した塊状岩で

あり、葉片状蛇紋岩は原岩の節理系が消えて片状または

葉片状に分離しやすく、粘土状蛇紋岩は多量の水を含む

と粘土状を呈する。これらの形態の違いは、蛇紋石の生

成（塊状蛇紋岩）後に構造運動による二次的な強いせん

断と圧縮を受けてその構造と組織が破砕されて葉片状と

なり、さらに粘土化したためと考えられている3）。 

音中トンネル掘削区間に分布する蛇紋岩はこれらが不

均質に分布し、先進ボーリングにおけるコア状況より粘

土状～葉片状、葉片状～粘土状および葉片状に区分され

る（表-3）。トンネル区間を概観すると、蛇紋岩は主に

粘土状および葉片状を呈し、起点側では葉片状～粘土状

蛇紋岩（写真-4）主体で比較的地山状況が良好であり、

終点側では粘土状～葉片状蛇紋岩（写真-5）主体で地山

は比較的脆弱である。なお、蛇紋岩区間ではいずれの状

況でも湧水は認められなかった。 

 

表-3 音中トンネルにおける蛇紋岩の区分 

区分 コア状況 地山状況

粘土状
～

葉片状

粘土状主体
塊状部10％以下

葉片状
～

粘土状

葉片状主体だが粘土状部が
混在
塊状部10～20％

葉片状
葉片状主体
塊状部35～45％

不良

↓

良好

 

 

 

写真-4 葉片状～粘土状蛇紋岩のコア写真 

 

写真-5 粘土状～葉片状蛇紋岩のコア写真 

 

(2)   地質構造 

音中トンネル掘削区間の事前調査による電気探査結果

から、蛇紋岩の岩体は起点側で蝦夷層群の泥岩とほぼ鉛

直に接する一方、終点側で空知層群の玄武岩類と緩やか

な傾斜で接している（図-4）。このことは先進ボーリン

グコアの割れ目角度が起点側から終点側へ低下する傾向

が認められること（図-5）、また変状発生時の切羽付近

でトンネル内空側へ向って約30°傾斜する流れ盤状の割

れ目が確認されたことと一致する。したがって、蛇紋岩

の割れ目は起点側で高角で、終点側に向かって傾斜が緩

くなっていたと考えられる。 

トンネルFH

空知層群

玄武岩類蛇紋岩

泥岩

起点側
終点側

蛇紋岩の割れ目（想定）

ほぼ鉛直に接する

緩やかな傾斜で接する

 

図-4 電気探査結果から想定された蛇紋岩の分布図 
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図-5 地層区分、先進ボーリングコアの割れ目角度と変状区分 

 

(3)   水滑石（ブルーサイト）の含有 

音中トンネル掘削区間に分布する蛇紋岩を構成する鉱

物は蛇紋石と水滑石（ブルーサイト）を主体とし、スメ

クタイトなどの膨潤性粘土鉱物は認められない。水滑石

は雲母状の薄板状結晶が集合し硬度2.5を呈する軟質な

鉱物で、蛇紋岩中に発達する網目状部や脈状部に多く含

まれるため、破壊時の分離面となりやすい。また、水滑

石と類似する性状を有する滑石（タルク）を含む蛇紋岩

は内部摩擦角が著しく低下することが報告されている4）

（図-6）。そのため、音中トンネルに分布する蛇紋岩は

掘削による周辺地山の塑性化を助長しやすい地山であっ

たものと想定される。 

滑石を含まぬ蛇紋粘土

滑石を含む蛇紋粘土

φ

（度）

含水比（％）

 

図-6 滑石を含む蛇紋岩の内部摩擦角4） 
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(4)   地山性状の劣化 

先進ボーリングコアの採取直後と2年経過後の状況を

比較すると、採取直後は短柱状コアであるものの2年後

には割れ目が顕在化し、さらに岩質も軟質となっている

ことが確認された（写真-6、写真-7）。また、区間4にお

ける縫い返し施工時には鋼製支保工の周辺部で白色脈の

褐色化が認められ、水滑石（ブルーサイト）が風化して

いる可能性が考えられる（写真-8）。 

蛇紋岩に発達する割れ目は構造運動による破壊面（せ

ん断面）であり、密着していても指圧で分離する。した

がって、地山内部では拘束圧により割れ目が強く密着し

劣化の進行が抑制されているものの、トンネルの掘削に

伴う応力開放や変位等によって拘束圧が低下すると容易

に開口し、地山性状の劣化が進むものと考えられる。 

 

 

写真-6 掘削直後のボーリングコア（葉片状蛇紋岩） 

 

写真-7 掘削後2年経過したボーリングコア（葉片状蛇紋岩） 

既設

鋼製支保工

褐色部の岩片

白色脈の

褐色化

褐色化なし
地山の褐色化

 

写真-8 地山の劣化状況 

 

(5)   トンネル掘削後の地山物性 

変状未発生区間（区間5）でトンネル周方向の地山状

況を確認する目的でボーリング調査を実施した結果、葉

片状主体の蛇紋岩と葉片状～粘土状主体の蛇紋岩が高角

度で傾斜して接することを確認した。 

ボーリング孔を利用して実施した速度検層の結果から、

P波速度が低下している領域を緩み領域とし、緩み領域

と非緩み領域の変形係数とP波速度について比較すると、

掘削後に形成された緩み領域内では変形係数が55～60％、

P波速度が70～80％まで低下していた（表-4）。また、

葉片状蛇紋岩であっても、緩みにより緩み領域外の葉片

状～粘土状蛇紋岩より物性値が低下している。 

著しい変状が発生した粘土状～葉片状蛇紋岩を主体と

する区間1～区間4におけるトンネル掘削後の地山物性に

ついては未確認であるため、先進ボーリング時に上記岩

相で計測した測定値を用いて、緩み領域外と緩み領域内

の変形係数を比較した。その結果、粘土状～葉片状蛇紋

岩でも、緩み領域内の変形係数（159MPa）は緩み領域

外（235MPa）に比べて約70％まで低下していた。 

以上の検討より、蛇紋岩の強度はトンネル掘削に伴う

緩みにより低下しており、粘土状～葉片状蛇紋岩主体で

変状が急速に進行した区間1～2では、地山物性が粘土状

～葉片状蛇紋岩区間の緩み領域内の値と同等もしくはそ

れ以下に低下したと考えられることから、変状区間の地

山定数を表-5に示すとおり設定した。ただし、この定数

については今後の調査結果により修正する可能性がある。 

土被り210～320m、圧縮強度0.16MN/m2から算出すると、

当該区間の地山強度比は区間を通して0.1以下となり、

一般的に強大な地圧が発生すると予想される地山強度比

0.38以下5）を大きく下回っている。 

 

表-4 トンネル掘削による地山の変形係数とP波速度の低下 

緩み
領域外

緩み
領域内

低下率
（%）

緩み
領域外

緩み
領域内

低下率
（%）

葉片状 3.8～3.9 2.7～2.8 478 259

葉片状
～粘土状

3.3～3.5 2.5～2.9 319 196

P波速度(km/sec)

区分

変形係数(MPa)

70
～
80

55
～
60

 

表-5 変状区間の蛇紋岩の地山定数 

項目 物性値 設定根拠

変形係数 150MPa 孔内水平載荷試験結果

粘着力 60kN/m2 φおよびquの換算式より

内部摩擦角 10° 試験値及び論文等

圧縮強度 0.16MN/m2 岩石試験値  

 

(6)   崩落箇所の地山状況（崩落後） 

天端が崩落した区間3と区間4の閉塞後に、崩落区間の

延長とトンネル断面内の状況を把握する目的でボーリン

グ調査を実施した結果、少なくとも延長約45m程度の区

間で崩落岩塊が存在していること、また崩落岩塊は蛇紋

岩のほか、蛇紋岩に貫入した微閃緑岩からなることを確

認した。なお、微閃緑岩の崩落岩塊を確認した区間は先

進ボーリングや切羽掘削時に微閃緑岩を確認した区間と

概ね同じであった。 

さらに、崩落箇所上方の地山状況を確認する目的でボ

ーリング調査を実施したが、大規模な空洞は確認されな

かった。また、トンネル掘削前～掘削中に微閃緑岩を確

認した区間と概ね同じ区間で微閃緑岩を確認した。 

なお、崩落区間の延長及び区間1～3の変状状況と、崩

落箇所の地山状況については、追加調査を行い詳細に検

討する予定である。 
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6.  変状要因の想定 

トンネル周方向の地山状況を確認するための地質調査

は変状未発生区間（区間5）において実施済みであるが、

変状・崩落発生区間（区間1～4）における地質調査は今

後実施する予定である。ここでは区間5での調査や先進

ボーリング及び既往調査の結果から変状発生の要因を想

定した。なお、想定した要因は今後実施予定の調査結果

を含めて再検討・評価する必要がある。 

 

(1)   せん断強度が著しく小さい蛇紋岩の影響 

音中トンネル区間に分布する蛇紋岩は水滑石（ブルー

サイト）を含み、その影響により内部摩擦角が低下して

いる可能性が想定され、室内試験値や既往資料から内部

摩擦角は概ね10°と小さい値が推定される。 

内部摩擦角の小さい地山では、塑性領域はトンネル断

面方向より縦断方向の方が大きく形成され6）（図-7）、

トンネル断面方向からの応力より切羽の前方からの応力

の方が大きく作用する。変状の初期段階は切羽の押し出

しであり、長尺先受け工及び鏡吹付けコンクリート・長

尺鏡ボルト工が施工されていたものの、切羽の前方から

の応力に対抗しきれなかったものと想定される。 

 

塑性領域はトンネルの断面方向（ρz）より

切羽の前方（ρy）の方が大きくなる

 
図-7 内部摩擦角の小さい地山の塑性領域6） 

 

(2)   低角化した地質構造の影響 

蛇紋岩の地質構造は起点側から終点側へ低角化する傾

向が認められ、変状が発生した切羽付近は切羽の前方か

らトンネル内空側へ流れ盤状となる傾斜30°程度の連続

性のある割れ目に富んでいる（図-8）。切羽の鏡吹付け

コンクリートの亀裂（写真-9）もこの流れ盤状の割れ目

と一致する。 

切土斜面の場合、法尻に発生する応力は割れ目の角度

により異なり、30°で最大となり水平割れ目で発生する

応力と比べて約3倍以上となることが知られている7）。

トンネルにおいても同様の現象が生じたとすると、内部

摩擦角が小さく切羽前方からの応力が大きくなったこと

に加え、流れ盤状の割れ目により強大な地圧が発生した

ものと想定される。 

 

長尺先受け工

長尺鏡ボルト工

（施工済）

（施工済）

切羽離れ L=6.000m

S.L

F.L

上半

長尺先受け工（施工済）
長尺鏡ボルト工（施工済）

切羽離れ L‐6.00m

吹付けの亀裂

 

図-8 変状発生時の切羽の状況 

吹付けの亀裂  
写真-9 変状初期段階の切羽の押し出し 

 

(3)   蛇紋岩の時間依存性の影響 

蛇紋岩に発達する割目は掘削後の応力開放や変位等に

より開口し、時間経過とともに地山の劣化が進んでいた

（時間依存性）と想定される。 

B計測（吹付けコンクリート応力）では応力が設計基

準強度以下であることを確認しており、安定化が図られ

ていると判断されて施工が進められていたが、切羽周辺

で変状が発生した3日後に急激な応力の上昇が認められ、

切羽周辺で発生した変状が50日以上かけて約400m坑口

側まで波及した。これらのことから、地圧が徐々に高ま

ることにより変状が発生したのではなく、何かのきっか

けにより急激に応力が上昇したために変状が発生したも

のと想定される。 

 

7.  変状発生メカニズムの想定 

前述した変状の要因と変状の発生状況や計測データ、

地山性状および地質構造を総合的に検討し、変状発生メ

カニズムを以下のように想定した8）（図-9）。 

【第1段階】（図-9の①～②） 

水滑石（ブルーサイト）の影響により内部摩擦角の小

さい地山であることに加え、流れ盤状の傾斜 30°の割

れ目の影響により強大な地圧が発生し、切羽周辺で切羽

の押し出しや盤ぶくれ等の変状が発生した。 

【第2段階】（図-9の③～⑤） 

傾斜 30°の割れ目に起因して最初の変状が発生した

後、トンネル変位や支保の破壊をきっかけとした地山内

の拘束圧の変化に伴って蛇紋岩に発達する割れ目沿いに

緩みが進行し、変状が起点側へ波及した。 

その際、最も脆弱な粘土状～葉片状蛇紋岩が分布する
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区間（区間 1～区間 2）では急速に変状が波及し、その

後 50日以上かけて約 400m坑口側まで波及した。一方、

高角な割れ目が多いうえに相対的に良好な葉片状蛇紋岩

主体の区間（区間 5）では変状が波及しなかった。 

変状が波及した速さの違いや掘削後1年以上安定して

いても切羽の変状発生後数日で急激に応力が上昇し変状

が拡大したことは、蛇紋岩の岩相や地質構造の違いの他

に、蛇紋岩の時間依存性が影響している可能性がある。 

なお、上記の変状メカニズムは、変状発生形態や事前

調査、変状未発生区間における調査結果からの想定であ

り、今後実施予定の変状発生区間（区間1～4）における

調査結果を加味して詳細に検討する予定である。 

 

①掘削による緩み領域の形成

②切羽付近の過大な応力により変状発生

③変状の進行に伴う緩み領域の拡大

④支保の破壊による緩み領域の拡大

⑤緩み領域の拡大と坑口側への変状の波及

緩み領域

変状箇所  
図-9 変状の進行概念図8） 

8.  今後の課題 

現時点で想定している変状の要因、変状発生メカニズ

ムおよび地山物性等は、変状発生形態や施工時の先進ボ

ーリングおよび変状未発生区間（区間5）の調査結果に

よって推察している。今後は実際に変状が発生した区間

1～区間4で追加調査を実施し、検証する必要がある。 

具体的には、割れ目の傾斜角度が変状発生メカニズム

に関与していると考えられることから、先進ボーリング

や切羽観察記録を見直して地質構造を再検討するととも

に、崩落箇所を含む変状発生区間の緩み領域や地山物性

の把握を目的としたボーリング調査及び孔内試験などを

実施する予定である。 

9.  おわりに 

音中トンネルは、蛇紋岩が工学的に問題の多い地質で

あることを考慮し、南北方向に伸長する蛇紋岩を東西方

向に通過する最短ルートで計画された。また、蛇紋岩を

掘削したトンネルの事例（嵐山トンネル、穂別トンネル

など）も踏まえ、重厚な支保を採用した上に施工・計測

データを反映させて支保パターンを適宜見直しながら慎

重に施工を進めてきた。 

しかしながら、計測では掘削後約1年以上安定してい

たこともあり、このような大規模な変状が発生すること

は想定外であった。変状は最先端の切羽からトンネル坑

口方向に連鎖していったと想定されるが、その延長が約

400mに及んだことはおそらく前例のない事象である。 

今後、崩落区間を含む変状区間の施工と並行して地質

調査を進めて変状メカニズムを解明し、本トンネルの教

訓が今後のトンネル計画、調査設計及び施工の参考とな

るよう検討を重ねるとともに、本トンネルの長期的な安

定を確保するよう工事を遂行する所存である。 
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