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旭川十勝道路のうち「富良野道路」に計画されている北の峰トンネル（仮称）Ｌ＝２，９２
８ｍは、夕張山地山麓の扇状地を通過する。当該地は水資源が豊富であり、周辺水文環境への
影響に配慮した施工が求められている。加えて、既往調査により活断層や被圧耐水層も確認さ
れた事から、地山安定性の確保や大変形の防止にも配慮が必要であり、止水注入工や非排水構
造を採用し、トンネル掘削を行っている。
本報告では、昨年度より実施した多数の追加調査結果や起点側破砕質泥岩の掘削実績を評価
し、非排水構造区間長の合理化を検討した。
キーワード：トンネル、自然環境、非排水構造

1. はじめに
（１）北の峰トンネルの計画
旭川十勝道路は、旭川市から占冠村を結ぶ延長約
120kmの地域高規格道路として計画されている。北海道
縦貫自動車道および北海道横断自動車道と接続すること
により、北海道における広域交流ネットワークを形成し、
当該地域の交通円滑化、地域間連携や広域的な人流・物
流の活性化に寄与する路線である。（図-1、2参照）
富良野市内では、主要産業である農作物輸送の物流交
通や観光交通、沿道市街地から発生する域内交通が輻輳
し、慢性的な交通混雑が発生していることから、「富良
野道路｣（富良野市字学田～富良野市字上五区間・
8.3km）の整備を平成14年度に事業着手している。
「北の峰トンネル」（仮称、以下省略）は、「富良野道
路｣において計画されている延長約3kmのトンネル （図3参照）であり、平成21年度から工事に着手している。
図-2 旭川十勝道路位置図
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北の峰トンネル（仮称）
延長 約2.9km

図-1 高規格道路・地域高規格道路網図
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図-3 事業位置図

本トンネルの周辺は、芦別岳に代表される夕張山地
山麓の丘陵地で、広大な森林や豊富な地下水など豊かな
自然環境が保たれている。そのため、当地域においては、
自然環境が生み出す美しい景観や清らかな水の活用によ
り、リゾート運営や営農活動の展開とともに、市民の飲
料水確保など豊かな自然の恩恵を受けている。

鉄塔

（２）工法選定
前述のとおり、本トンネルの建設地周辺は豊かな水
資源を有しており、周辺水文環境への影響に配慮した施
工が求められている。また、既往調査により活断層や被
圧帯水層も確認されたことから、トンネル施工時の地山
の安定性確保や大変形の防止にも配慮が必要とされてい
る。そのため、本トンネルでは、地下水環境保全と地山
安定性を考慮し、非排水構造や止水注入工が計画されて
きた。１） (図-4、5参照)終点側の止水注入区間は、恒
久的な止水性が求められるバルクヘッド区間と掘削時の
地山安定性と止水性が求められる一般注入区間から構成
されている。

図-6 地上からの止水注入工全景写真

（地上）

図-7 原位置透水試験結果
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図-4 トンネル地質縦断図（過年度の地質縦断図）

（２）止水注入区間の掘削実績
止水注入区間では、地下水挙動がトンネルの安定性
などの力学挙動に影響を及ぼすことが懸念されたため、
土水連成FEM解析を用いて支保パターンを決定した３）。
(図-8参照）バルクヘッド部では、図-9のように、想定
どおり御料断層が切羽に出現した。フェノールフタレイ
ン溶液の着色状況から適切に注入材が地盤に浸透したこ
とが確認できた。断層付近は土砂化した軟弱な地質が分
布し、加えて地下水位も高いという状態であったにも関

水位低下量：15ｍ
（EL194→179.5）

通常断面

耐水圧断面

図-5 トンネル断面図

２. 北の峰トンネルの実績
（１）地上部からの止水注入
前述の対策工法のうち終点側バルクヘッドを含む地
上からの止水注入工(図-6 参照）は既に室内試験や試験
施工により仕様を決定し、施工を完了している。２）ま
た、止水注入工の効果確認工として三次元比抵抗トモグ
ラフィや原位置透水試験(図-7 参照）、注入実績を反映
させた浸透流解析を実施し、複雑な地質構成、難しい現
場条件であったにもかかわらず、高品質な止水注入工が
行えたことを確認している。３）

3.0ｍ

【3次元浸透流解析結果】
＜SP9940＞
地下水位：EL194→180
水位低下量：14m
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図-8 土水連成FEM解析結果の一例
フェノールフタレイン溶液散布
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図-9
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180.0

断層部の切羽状況

わらず、多量湧水や大きな変位を発生させる事無く、安
全な掘削を行うことがてきた。４）
（３）未注入区間の施工
地上部からの止水注入区間端部において、探り削孔を
行ったところ、未注入区間で500（ℓ /min）の湧水が発
生した。掘削時には最低でもこの湧水量が生じることや
周辺水文環境への影響を考慮し、坑内からの止水注入工
を計画した。坑内からの止水注入工は、地上部からの注
入とは異なり、掘削が可能となる最低限の注入を行った
４）
。注入中は最大1,000（ℓ /min）程度の湧水が発生し
たが、注入後は全て数10（ℓ /min）程度まで湧水量を低
下させることができた(図-10参照）。また、周辺の井戸
や河川においても、トンネル掘削の影響は想定された程
度に抑制できた。結果として合理的な注入ができ、安全
に掘削を行うことができた。

拡大図
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図-11 Tk層の垂れ下がり状況

たことから、非排水構造区間の延伸や坑内からの止水注
入工を含め、地下水対策を再検討する必要が生じた。そ
のため、地層構造の詳細を把握すること、分布する地質
の物性（主に透水性）の把握を目的として追加調査を実
施した（表-1、図-12 参照）。
表-1 追加調査一覧

図-10 未注入区間の出水状況（左：注入前、右：注入後）

孔番

位置

掘進長

角度

孔径

BJ26-5
BJ26-6
BK26-4
BK26-5

SP.9920
SP.9015
SP.9387
SP.9449

70m
70m
65m
60m

60°
60°
60°
90°

φ66mm
φ66mm
φ66mm
φ66mm

ルジオン 現場透水 孔内水平
テスト
試験
載荷
7回
2回
12回
2回
4回
5回
4回
5回
4回
4回

３. 非排水構造区間の見直し
（１）想定外の事象
非排水構造区間の起点側端部は、新鮮かつ軟透水性を
示す泥岩層の被りが 0.5D（6m）かつ溶結凝灰岩層を含
む岩盤被りが 2.0D（24m）を確保できる位置として、
SP.9,260（区間長 740m）に構築されることが計画されて
いた。しかしながら、H24 年度に実施された追加調査に
より、溶結凝灰岩（以下、Tk 層）がトンネル断面まで
垂れ下がって分布することが確認された(図-11 参照）。
また、起点側において、泥岩の掘削を平行して進め
てきたところ、当初想定と比べ、断層活動の影響を著し
く受けた脆弱な破砕質泥岩（以下、Tss 層）が広く分布
することが確認された。この Tss 層は、トンネルに大き
な変位をもたらすため、補助工法の採用、支保パターン
のランクアップを適宜行いながら掘削を進めている。
以上のように設計段階と比べて想定外の事象が確認
されたため、掘削時の周辺環境への影響や非排水構造区
間長などを再度検討する必要が生じた。そこで、Tk 層
垂れ下がり部の追加詳細調査と Tss 層の掘削実績を評価
することにした。
（２）追加調査結果
上述したとおり、H24 年度の追加調査により、Tk 層が
トンネル断面内に垂れ下がってくることが確認された。
Tk 層では、終点側の未注入区間で多量の湧水が発生し
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図-12 追加調査位置図

代表的な調査結果を以下に示す。
a)コア観察結果
図-13 は、代表的な結果例である。
Tk 層垂れ下がり区間（SP.9,000～SP.9,200 付近）
・扇状地堆積物の下層 5m 程度までは、Tk 層の風化層
（以下、Tk-w 層）が分布し、やや褐色を帯びて、
全体的に脆い。上部は、指圧で容易に崩すことが
できる。RQD は、20～40%程度である(図-13 上図参
照）。
・中央部は、比較的新鮮な長柱状コアとして採取さ
れる。高角度の節理がまれに発達していることが

確認できる。RQD は 100%に近い(図-13 下図参照）。
・泥岩との境界付近の Tk 層は、溶結度が低く、特に
脆い。一部、砂状を呈する。RQD は主に 0～40%程度
である。

開口亀裂

全体的に脆
く、褐色を
帯びる

（Tk-w 層：深度 8.0～13.0m）
高角度亀裂の
コア写真（図

分布

13）では大き
な亀裂に見え

図-13 BJ26-6 コア写真（上：Tk-w 層、下：Tk 層）

るが開口して

Tss 層との境界付近（SP.9,400～SP.9,450 付近）
・SP9,400 付近の Tk 層と Tss 層の境界付近では、断層
の分布が想定されていたが、ボーリングでは確認
されなかった。
・境界付近の Tｋ層は、全体的に指圧で容易に崩せる
程度の硬さで、所々凝灰岩礫を含む。また、泥岩
層も破砕質で岩盤状態が悪いことが確認できる。
特に Tk 層との境界付近の 2.0m 程度までは粘土化が
著しい(図-14 参照）。
・一方、境界から少し離れた SP9,450 では、新鮮な Tk
層が比較的厚く分布することが確認された。健岩
部の RQD はほぼ 100%であった(図-15 参照）。
・ただし、下部には破砕質泥岩が確認されており、
この境界部と泥岩の岩盤状態は悪い。

いない

（Tk 層：深度 28.0～33.0m）
図-16 BJ26-6 ボアホールカメラ

著しい粘土化

図-14 BK26-4 コア写真（Tk 層と Tss 層の境界）

（Tss 層）
RQD≒100

有効注水圧力P（MPa）

c)ルジオン試験結果
Tk 層の透水性を確認するため、ルジオン試験を行っ
た。図-17 は、代表的な結果例である。
・Tk 層の上部に分布する Tk-w 層では、一部透水性が
高い区間も確認された（最大 60Lu 程度）。
・それ以深では難透水性を示す（0.1～2Lu 程度）。
・Tss 層は、コア観察では岩盤状態が悪いが、透水性
の観点では、難透水性であることが確認された
（0.1Lu 以下）。
溶結度が低い
・起点側の掘削時にもほとんど湧水は生じておらず、
（Tk-w 層）
Tss 層のルジオン試験結果と整合的である。
P-Q曲線

単位注水量Q（ℓ/分/m）

図-15 BK26-5 コア写真（Tk 層健岩部）

b)ボアホールカメラ結果
Tk 層に分布する亀裂の状態を詳細に把握するため、
ボアホールカメラにより坑壁展開画像を撮影した。図16 は、代表的な結果例である。
・溶結凝灰岩の上部に分布する風化層では、低角度
で開口したシーティングジョイントが分布する。
・それ以深に、開口した亀裂はほとんど分布しない。
・ボーリングコアで確認された開口亀裂は、コアボ
ーリングによる応力解放の影響を受けて開いたも
のと考えられる。
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（Tk-w 層：深度 10.0～15.0m）

P-Q曲線

単位注水量Q（ℓ/分/m）
（Tk 層：深度 30.0～35.0m）
図-17 BJ26-6 ルジオン試験結果

d)浸透流解析結果
追加調査結果を元に、地質モデルを再構築（Tk 層の
透水係数を安全側に設定）し、浸透流解析を行った（ケ
ース①無対策、ケース②止水注入による対策、ケース③
非排水構造区間延長による対策）。表-2 は、3 ケースの
比較検討結果である。この結果、ケース②と③について
は、安全側に設定した地質モデルと同等の地質が分布し
た場合でも、止水注入を実施すれば地下水低下の抑制が
必要な範囲において掘削の影響をほぼ抑止できることが
分かった。

次第に細片化し、TD.1,000m 付近からは、粘土化した泥
岩へと変化した。
坑口～TD300m

TD300m~現在

黒色泥岩

破砕質泥岩

破砕質泥岩（粘土化）

図-18 泥岩の推移状況
表-2 三次元浸透流解析による周辺への影響評価

b)計測結果と実施支保パターン
図-19 は、泥岩区間の A 計測結果である。また、表-3
は、代表的な実施支保パターンの概要である。TD.900m
付近では、E11 パターン（H-200、高強度吹付けコンクリ
ート、高耐力ロックボルト、上下半インバートストラッ
ト閉合）を採用したが、天端沈下・内空変位ともに管理
レベルを大きく超過した。そこで、ミニベンチ工法を採
用し、早期に閉合を行う E13 パターンに変更した。その
結果、天端沈下と内空変位ともに顕著に変位を抑制する
ことができた。しかしながら、インバート部の鋼製支保
工軸力が許容値を大きく超過していることが確認された。
そこで E14（1）パターンとして、インバート半径を変
更し、トンネル断面を円形に近づけることで、トンネル
構造をより安定させることができた。それでも TD.1,150
付近以降において、再び変位が卓越し始め、閉合を行う
までの初期変位で 100mm 近い天端沈下と内空変位が発生
した。そこで、閉合を完了するまでに沈下と変位を抑制
できる工法としてサイドパイルを採用し、管理レベル以
内に変位を抑制しながら安全な掘削を行うことができて
いる（E14（2）､（3）パターン）。また、この泥岩は破
砕化が進行しており、非常に脆い性状を示すが、透水性
は想定よりも低く、ほとんど坑内湧水は生じなかった。

（３）破砕質泥岩（Tss 層）の掘削実績
a)地質概要
起点側では、掘削開始から土被り 1.5D 以下の区間が
連続し、風化した泥岩層に崖錐堆積物が垂れ下がってい
る脆弱な地質であり、当初設計どおり補助工法を用いて
掘削を実施していた。その後は、先進ボーリング切羽観
察、既掘削部の A 計測結果を総合的に判断しながら支保
パターンを決定していた。
しかし、切羽が TD.377ｍの低土被り部（坑口パター
ン）に近づくとともに、黒色泥岩層の破砕化が進行し、
その後、岩質も変化して Tss 層となった。Tss 層はやや
褐色を呈し軟質であり、手で容易に細片化する。黒色泥
岩も浸水により細片化するが、Tss 層はその程度が激し
い。図-18 は、地質の推移状況である。軟質な Tss 層は、
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図-19 坑内変位の推移
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表-3 代表的な支保パターン
ﾊﾟﾀｰﾝ名：E11

ﾊﾟﾀｰﾝ名：E12、E13

ﾊﾟﾀｰﾝ名：E14(1)

ﾊﾟﾀｰﾝ名：E14(2)、(3)

区間：TD911-976

区間：TD976-1042

区間：TD1042
-1195

区間：TD1195-

上半先進

ﾐﾆﾍﾞﾝﾁ早期閉合
ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径≒3R

ﾐﾆﾍﾞﾝﾁ早期閉合
ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径≒1.5R

ﾐﾆﾍﾞﾝﾁ早期閉合
ｲﾝﾊﾞｰﾄ半径≒1.5R
ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ工:E14(3)は 4
本

H 鋼：H-200

H 鋼：H-200

H 鋼：H-200

H 鋼：H-200
ｳｨﾝｸﾞﾘﾌﾞ付
上半ｽﾄﾗｯﾄ仮閉合
下半吹付仮閉合
高耐力ﾎﾞﾙﾄ：6m
上半:15 本、
下半:4 本
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ：25cm

下半ｽﾄﾗｯﾄ閉合

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ閉合

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄト閉合

高耐力ﾎﾞﾙﾄ：6m
上半:15 本、
下半:4 本

高耐力ﾎﾞﾙﾄ：6m
上半:8 本、
下半:4 本

高耐力ﾎﾞﾙﾄ：6m
上半:8 本、
下半:4 本

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ：25cm
E13 のみ高強度

高強度吹付
ｺﾝｸﾘｰﾄ：25cm

高強度吹付
ｺﾝｸﾘｰﾄ：25cm

強度が低く、特に非排水構造区間のような大断面を安全
に掘削するためには、補助工法の追加や支保パターンの
ランクアップを適切に行う必要がある。新たに確認でき
た Tk 層垂れ下がり部の透水性や Tss 層の掘削実績、大
断面を掘削する際の費用対効果、また SP.9,450 付近に
分布する Tk 層の健全性をふまえ、非排水構造区間の端
部は図-20 に示すように、Tss 層の手前に位置させるこ
とが望ましいと言える。

終点TD（m）

起点TD（m）

（４）まとめ
追加で行った地質調査結果と Tss 層の掘削実績を以下
にまとめる。
・SP.9,000～9,200 付近の Tk 層垂れ下がり区間において、
亀裂はほとんど分布していなかった。また、僅かに
見られた亀裂は開口しておらず、透水性も低かった。
・Tk 層垂れ下がり部の調査をふまえて再度浸透流解析
を実施した結果、Tk 層の透水係数を安全側に考慮し
た場合でも、止水注入による対策工を行うことで、
地下水低下の抑制が必要な範囲において掘削の影響
をほぼ抑止できることが想定された。
・SP.9,420 付近では、追加調査の結果、断層の分布は見
られなかった。この境界部は粘土化しており、指圧
で容易に崩せる程度の硬さであった。一方で、
SP.9,450 付近では、透水性及び力学的な特性とも健岩
と言える Tk 層が分布する状況が確認できた。
・起点側に広く分布した破砕質泥岩は、トンネルに大き
な坑内変位を発生させた。支保パターンのランクア
ップを適切に行いながら、安全な掘削を行うことが
できた。
以上をふまえると、Tk 層垂れ下がり部まで非排水構
造区間を延長する必要はないものと考えられる。さらに、
当初設計では泥岩区間も非排水構造区間に含まれていた
が、起点側の掘削実績より透水性は低く、掘削後もほと
んど坑内湧水は発生していないことから、非排水構造と
する必要性は低いと考えられる。また、Tss 層は極端に
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図-20 トンネル地質縦断図（非排水構造区間長の変更）

４.おわりに
本報告では、昨年度より実施した多数の追加調査結
果や起点側 Tss 層の掘削実績をとりまとめた。また、こ
れらの結果を評価して、非排水構造区間長を合理化でき
ることを示すことができた。今後も、軟弱な Tss 層区間
や湧水を伴うことが想定される Tk 層区間などの掘削が
残されている。これまで以上に、坑内観察や計測結果、
また周辺観測孔の推移を総合的に評価しながら、安全・
確実な施工に努めたい。
最後になりましたが、検討及び論文作成に際してご
協力を頂いた関係者の方々に感謝の意を表します。
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