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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、現在施工している真円断面の施工方法と施工状況について報告を行うものであ
る。
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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2.9km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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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
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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）工法選定
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。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を計画し、
実施してきた１） (図-4、5 参照)。

通常断面

２. 北の峰トンネルの実績

耐水圧断面

図-5 トンネル断面図

（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は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-6 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）。
（２）非排水構造区間長の再検討
非排水構造区間の起点側端部は、新鮮かつ難透水性を
示す泥岩層の被りが0.5D(6m)かつ溶結凝灰岩層を含む岩
盤層の被りが2.0D(24m)を確保できる位置としてSP9,260
（非排水構造区間740m）に構築されることが計画されて
いた。しかしながら、設計段階と比べて、溶結凝灰岩の
垂下がりや、バルグヘッド構築予定であった泥岩層の性
状が脆弱でトンネルに大きな変位をもたらすことがわか
ったため、ボーリング調査やルジオン試験等の追加調査
（表-1 参照）を行うとともに、追加調査結果を基に三
次元浸透流解析を実施し、起点側端部の位置について再
検討を行った。表-2は三次元浸透流解析の比較結果であ
る。この結果、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制できること
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図-6 原位置透水試験結果
表-1 追加調査一覧
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
試験
載荷
テスト
7回
2回
12回
2回
4回
5回
4回
5回
4回
4回

がわかった（ケース②）。また、SP9,450付近では、透
水性および力学的な特性とも健岩といえる溶結凝灰岩層

が分布することが確認された事から起点側端部の位置を
SP9,450（非排水構造区間550m）とすることで考えてい
るが、まだ未掘削区間が残っているため、今後の掘削中
の湧水状況によっては、再検討することも視野に入れて
いる５）。

３. 非排水構造区間の施工状況
（１）上下半の掘削状況
非排水構造区間においては、上下半を交互併進で先行し
て掘削し、上下半掘削完了後にインバード部の掘削を行
っている（図-7 参照）。上下半を先行掘削しインバー
ト部を後施工とする理由としては、引き続いてインバー
ト部を掘削した場合、ズリ運搬用の長大なインバート桟
橋が必要となること、そのインバート桟橋により作業範
囲が矮小になること、また上下半掘削により発生したズ
リを運搬する際に真円断面の底面が平坦ではなくなるの
でダンプトラックの走行が困難となる等、作業効率が低
下するためである。
なお、上下半掘削は H27 年 1 月に完了しており、写真
-1 はその状況である。

図-7 掘削の施工フローと加背割り

（２）インバート掘削工
前述のとおりインバート部の掘削においては、上下半
掘削完了後に行っており、写真-2 に示すように坑口側
からではなく、切羽側から行うこととした。これはズリ
写真-1 上下半掘削完了
表-2 三次元浸透流解析による周辺への影響評価

切羽から坑口へ

写真-2 インバート掘削施工状況

の搬出や機械の乗り入れ、また、後の作業工程を考慮し
た結果である。写真-3 はインバート掘削が完了し、真
円断面となった状況である。インバート掘削は H27 年 9
月に完了している。
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写真-3 インバート掘削完了

写真-4 防水シート施工状況

図-8 防水工施工方法

（３）防水工
インバート掘削工を行った後、掘削を追いかける形で
防水シートを施工した（図-8 参照）。防水シートは、
通常の馬蹄形断面のアーチ部に施工する際は t=0.8mm シ
ートを使用することが一般的だが、非排水区間において
は、通常よりも厚い t=2mm の防水シートを使用して施工
している。また、防水シート敷設は専用のシート台車を
使用している（写真-4 参照）。このシート台車は、既
に敷設した防水シートを踏みつけて破損させないように
作業台を浮かすようにするため、作業場所は片持ち張出
し構造としている。また、防水シートの施工は H27 年
10 月に完了している。
（４）覆工
図-9 は覆工の施工フローを示している。非排水構造
区間の覆工は a) インバート部、b) 側壁部（左右２箇
所）、c) アーチ部、の順で施工を行うこととした。
また、非排水構造区間は断面内にかかる土圧および
水圧を一次支保だけではなく、二次覆工にも荷重を負担
させる設計としていることから、二次覆工は鉄筋コンク
リートを使用している。二次覆工の構造は、覆工の厚さ
は t=50cm、鉄筋の仕様としては、土砂部の主鉄筋は
SD345D19、配力筋は SD345D16、岩盤部の主鉄筋は
SD345D16、配力筋は SD345D13 としている。なお、施工手
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図-9 覆工施工フロー

順としては防水シート作業が終了後に、坑口側から施工
している。
a)インバート部の施工
インバート部の施工は鉄筋組立を行い、完了したとこ
ろからコンクリートを打設しインバート部の構築を行う。
写真-5 は、インバート部の鉄筋組立状況（上）と打設
状況（下）を示している。鉄筋は複鉄筋で施工しており、
コンクリートの打設は通常型枠を使用し、コンクリート
ポンプ車にて行っている。また、インバート部の施工に
先立ち、テルハクレーンをトンネル天端に設置し、この
テルハクレーンを利用することで、手前でコンクリート
の打設や養生を行っている際でも、切羽側に資材の運搬
が可能となる。また、クレーンはコンクリート打設にも
使用している。
現在の北の峰トンネルは、このインバート部の施工を
しており、側壁部およびアーチ部の施工は今後施工予定
である。
b)側壁部の施工
側壁部は、インバート部を追いかける形で施工し、施

c)アーチ部の施工
アーチ部は、上述の埋戻しの施工が完了後、アーチ
部の防水シート（t=2mm）、鉄筋工を実施し、一般部と
同様にスライドセントルを使用してコンクリートを打設
する予定である。

４.まとめと今後の課題
本報告では、現在施工中である非排水構造区間の施
工計画と施工状況をとりまとめた。今後は、側壁部、ア
ーチ部の施工が残っているが、過去に例のない工法のた
め、施工計画等を十分に検討し安全・確実な施工に努め
たい。また、今後、土木研究所の協力のもと、非排水構
造区間にかかる外力等の計測を行い、将来に向け非排水
構造断面の合理性について検証を行っていく予定である。
最後に、本報告にあたりご協力を頂いた関係者の
方々に感謝の意を表します。

写真-5 鉄筋組立状況（上）、打設状況（下）

工手順としては、専用の鉄筋組立台車で鉄筋を組み、専
用のスライドセントルを使用して、コンクリートを打設
する予定である。なお、側壁部完了後は、インバート埋
戻しを行い、アーチ部の施工に入る予定である。
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