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国道229号せたな町に位置する弁天トンネル及び藻岩トンネルは、昭和４０年代に矢板工法で

建設されたトンネルである。両トンネルは、トンネル背面空洞調査において覆工背面と地山と

の間に空隙が確認されたことから、地山の突発性崩壊を予防するため裏込注入工により健全な

トンネルを構築する対策を行った。本報告では裏込注入材に軽量且つ低流動である発泡ウレタ

ンを部分活用したことからその施工事例を報告するものである。 
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1. はじめに 

高度成長期に構築された土木構造物は老朽化が見られ、

更新の時代を迎えているが、財政的に厳しい中で社会資

本の維持費を確保することが困難な状況になっている。

一方、平成24年に発生した中央自動車道笹子トンネル事

故などに見られるように、老朽化した施設の増加により

支障が生じるリスクが増大していることから計画的かつ

戦略的なインフラ老朽化対策の推進が求められている。 

札幌

函館

藻岩トンネル
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図 1 位置図1) 

 

図 2 引抜き方式による覆工の施工 2) 

 
北海道久遠郡せたな町に位置する弁天トンネルおよび

藻岩トンネル（図 1）は、昭和40年代に矢板工法で建設

されたトンネルである。当時の覆工コンクリートの打設

は図 2に示すように、アーチクラウンに配置した打ち込

み管を徐々に引き抜く引き抜き方式を用いており、アー

チ部においてコンクリートの充填不足や材料の分離が発

生する可能性が高い。このため電磁波探査やコアカッタ

ーボーリング等による調査を行った所、両トンネルとも

地山と覆工の間の空隙および巻厚不足が確認された。覆

工厚と空洞高さから健全性評価を行った結果、突発性崩

壊の発生が懸念されたため、トンネルの安全性を向上さ

せる裏込注入工を実施した。本報告では、全国で使用事

例が多くなっている軽量かつ低流動である発泡ウレタン

を裏込め注入工の注入材として部分的に使用した試験施

工事例について報告するものである。 

 

2. トンネル概要 

弁天トンネルは、昭和46年に竣工した延長48mのトン

ネルであり、藻岩トンネルは、昭和44年に竣工した延長

71mのトンネルである。両トンネルとも日本海の海岸に

面しており、海食により急崖となった標高377mの尾根の

端部に位置する。施工時の地質情報は残っていないが、

地質図幅によると分布する地質は、新第三紀中新世のオ

コツナイ層であり、全体的に安山岩質な水冷破砕岩が分

布し、亀裂が発達するが比較的硬質な岩片をもつ。トン

ネル形状は馬蹄形で道路幅員7.00m（車道5.50m、路肩

0.25m×2）と狭小断面である。 
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(1) 弁天トンネルの空洞状況 

既往資料で確認されたトンネルの支保構造は、覆工

40cm、鋼製支保工は規格不明である（表 1）。電磁波探

査やコアカッターボーリング等による調査では、以下に

ついて確認された。 

 

[調査結果]  

① 覆工厚（31.7～59.5cm） 

・設計覆工巻厚40cm以下となる区間が、約50%。 

・比較的巻厚が確保されている。 

② 覆工背面の空洞の状況（0～38.5cm） 

・空洞が存在する区間が約50%（写真 1）。 

・比較的空洞の規模が小さい。 

③ 健全性判定の結果 

・突発性対策を必要とする区間が50%。 

④ その他 

・起点坑口のトンネルと背面斜面との境界部の空洞が、

背面空洞に連続する（写真 2）。 

 
 

表 1 弁天トンネルの支保構造 

区間 ① ② ③ 

延長(m) 6.00 36.00m 6.00ｍ 

覆工(cm) 40（RC） 40 40（RC） 

鋼製支保工 － 不明 － 

 

 
写真 1 弁天トンネル背面空洞状況 

 

 
写真 2 弁天トンネル起点坑口の開口 

(2)藻岩トンネルの空洞状況 

既往資料で確認されるトンネルの構造は、覆工 40～

50cm、鋼製支保工 H125-0.80mctc である（表 2）。電磁

波探査やコアカッターボーリング等による調査では、以

下について確認された。 

 

[調査結果] 

① 覆工厚（16.1～62.9cm） 

・設計覆工巻厚40cm以下となる区間が、80% 

・トンネル天端～R側にかけて豆板が確認された。 

② 覆工背面の空洞の状況（0～79.6cm） 

・空洞が存在する区間が100%（写真 3）。 

・天端付近からL側にかけて空洞が大きい。 

③ 健全性判定の結果 

・突発性対策を必要とする区間が100%。 

④ その他 

・覆工表面には、明瞭なひび割れが多く、一部閉合（ひ

び割れで囲われた）した状態となっている箇所が確認

された（写真 4）。 

 

表 2 藻岩トンネルの支保構造 

区間 ① ② ③ 

延長(m) 6.00 59.00m 6.00ｍ 

覆工(cm) 50（RC） 40 50（RC） 

鋼製支保工 － H125-0.8mctc － 

 

 
写真 3 藻岩トンネル背面空洞状況 

 

 
写真 4 藻岩トンネル覆工表面のひび割れ 
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3. 突発性崩壊対策 

(1) 対策の基本的な考え方 

トンネル背面に空洞があり、地山から岩塊が崩落した

場合、図 3に示すように突発性崩壊となり覆工へ過大な

荷重が作用することが懸念される。突発性崩壊は、トン

ネルの耐力を超えるような外力が急激に作用する場合や

トンネルの耐力が著しく低下している場合に発生する。 

対策方法の1つとしては、荷重を受け持てるようにト

ンネル構造を補強する方法が考えられる。しかし、両ト

ンネルとも狭小で内空側への補強は現道交通に支障を与

えるため、空洞の充填により地山崩壊時に覆工へ過大な

荷重が作用することを防止し、地山と一体となった健全

なトンネルとする裏込め注入工（空洞充填工）（図 4）

を採用した。 

裏込め注入工は、トンネル内から覆工背面に注入材を

注入して固結させ、覆工背面の空洞を充填する工法であ

り、以下のような効果が期待される。 

 

・空洞上方の地山崩壊による覆工の破壊や長期的な地山

の緩み領域の広がりによる土圧の増加を防止する。 

・覆工と地山を密着させることにより地山の受動土圧を

期待し、アーチ効果を発揮させる。 

 

 

図 3 突発性崩壊のイメージ 

 

 

図 4 裏込め注入工概要図 

 

 

(2) 注入材の種類と選定 

裏込め注入に用いる注入材には、セメント系注入材と

非セメント系注入材がある。従来セメント系注入材の採

用実績が多く、平成7年頃まではエアモルタルが使用さ

れてきたが、近年は体積変化が小さく、水中で分離し難

い可塑性エアモルタルが使用されている。 

一方、非セメント系注入材としては、代表的な材料に

発泡ウレタンがあり、平成15年以降では、｢道路トンネ

ル変状対策工マニュアル（案）｣（平成15年2月 独立

行政法人 土木研究所）において緊急性を要する場合、

硬化時間が1～3分程度と早く、軽量である発泡ウレタ

ンの採用が可能であることが記載され、全国的にも発泡

ウレタンの採用事例が増えてきている。 

注入材の選定にあたっては、背面空洞規模、地山条件、

湧水状態、施工条件等に応じて適切な材料を選定する必

要があり、弁天、藻岩トンネルともに基本的には可塑性

エアモルタルを採用したが、以下の理由により各トンネ

ルにおいて一部に発泡ウレタンを活用した。 

 

a) 弁天トンネルの空洞対策 

弁天トンネルは図5に示すようにトンネル背面と連

続する開口部が確認されており、裏込め注入時に可塑

性エアモルタルが開口部から地山の外へ流出すること

が懸念された。このため、S3 のスパンにストッパー

として流動性が低い発泡ウレタンを注入したのち、ト

ンネル内の空洞に裏込め注入（可塑性エアモルタル）

を行う計画とした。 

 

 

図 5 弁天トンネルの対策工 

 

b) 藻岩トンネルの空洞対策 

藻岩トンネルは覆工の劣化が著しく、特に閉合ひび割

れ部においては注入圧や注入材の荷重による耐力の低下

が懸念されたため、局所的な弱部に対する裏込め注入圧

の軽減が必要であったことから、発泡ウレタンを部分的

に採用した。図 6に示すように、トンネルのアーチ肩部

の空洞に対して一次裏込め注入（可塑性エアモルタル）

を行った後、覆工の弱部があるS5、S6スパンに発泡ウレ

タンを注入し、最終裏込め注入（可塑性エアモルタル）

を行う計画とした。 
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図 6 藻岩トンネルの対策工 

 

注入材として採用される発泡ウレタンは、圧縮強度の

違いにより12倍発泡と40倍発泡がある。注入材の強度は、

一般的な1.0N/mm2を選定しており、これは12倍発泡によ

り強度が確保できる。40倍発泡は安価であるものの強度

が0.2N/mm2程度と低く、実績がほぼない北海道において、

背面空洞への適用の判断が困難であったことから、12倍

発泡を採用した。 

 

4. 施工方法 

(1) 施工設備 

発泡ウレタンの注入に必要な施工設備の一覧を表 3 

に示す。注入孔は、削孔径が小さいためハンマドリル

（削孔径φ32mm）を用いた。注入設備は、写真 6に示す

注入機（送液ポンプ、材料タンク×2）とコンプレッサ、

発電機は、小型軽量で4tトラックにすべて搭載できるサ

イズである。一般にセメント系注入工は片車線を規制し、

最小でも約50m程度スペースが必要なのに対し、発泡ウ

レタンの注入は、写真 5に示すように約15mと非常にコ

ンパクトなスペースで施工が可能である。 

また、充填状況を把握するため、写真 7に示すプラス

チック製光ファイバー充填感知システムを用いた。本シ

ステムのセンサーは、一対の端部より光を出しており、

発泡ウレタン必要範囲にセンサー孔を設け、空洞内に設

置することにより、発泡ウレタンにより光が遮断される

と充填が完了したことを知らせるものである。 

 

(2) 試験施工 

発泡ウレタンの施工に先だって、おもに充填性や流動

性を確認するため試験施工を行った。写真 8に示すよう

に人工地山型枠を30°に傾斜させ、下方に取り付けた注

入孔より発泡ウレタンの注入を行った。 

 

表 3 ウレタン注入設備 
機械種別 規格 台数 

[削 孔]   

ハンマドリル 削孔径φ32mm 1 

[注 入]   

注入機 送液ポンプ、材料タンク 1 

コンプレッサ 吐出空気量2.5m3/min 1 

発電機 200v 10.5kvA以上 1 

デリバリーホース 高圧ホースφ12.7 － 

ミキシングユニット 混合器 圧力計 － 

光ファイバー充填感知

システム  

－ 

 
 

 
写真 5 工事用仮設備の配置状況 

 

 
写真 6 注入設備 

 

 
写真 7 プラスチック製光ファイバーセンサー 
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注入材は、噴霧の状態で正面のアクリル板に当たって

垂れて溜まり、注入後約60秒で下方より発泡を完了しな

がら充填される。充填量は、設計量に対して約1.2倍で

完全充填となることが確認された（写真 10）。 

 

表 4 ウレタン試験注入量 
容積 

(m3) 

設計量 

（kg） 

増量 

 

注入量

(kg) 

備考 

0.3 29.2 1.0 29.2 空隙あり 

0.3 29.2 1.2 35.0 充填 

 
 

(3) 事前処理 

弁天トンネルは、坑口開口部より発泡ウレタンの流動

性を確認するとともに、側壁に確認孔を設け（図 7）、

注入位置から下方への流動性の確認を行った。 
藻岩トンネルは、覆工の閉合したひび割れが確認され、

注入圧による覆工の抜け落ちが懸念されたため、事前に

ロックボルト工により地山に縫い付けて補強を行った

（写真 9）。ロックボルトは、背面空洞において定着材

の注入が困難であることから鋼管膨張型を採用した。 
 
(4) 削孔および注入 

削孔は、ハンマドリルにて行った（写真 10）。セメ

ント系注入材の注入孔の間隔は5.0mピッチであるが、発

泡ウレタンは流動性が低いため注入孔の間隔が2.0mピッ

チとなり削孔数は多くなる。 

注入は、注入ホースを取り付け後、セメント系注入材

と同様に下方より順に注入を行い、流量計およびセンサ

ーで状況を確認しながら行った（写真 10）。発泡ウレ

タンは注入初期圧+0.1Mpaで注入を緊急停止とする計画

としたが、全ての注入孔において緊急停止となることな

くセンサーの充填反応により注入を終了した。 
 
 

 
図 7 弁天トンネル削孔配置図 

 
写真 8 試験施工の状況（背面より注入） 

 

 
写真 9 鋼管膨張型ロックボルトによる補強 

 

 
写真 10 削孔状況 

 
 

 
写真 11 注入状況 
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(5)施工結果 

a) 弁天トンネル 

弁天トンネルの注入量を表 5に示す。注入量は注入孔

削孔時に算出した設計量とほぼ同じとなった。事前に設

けた側壁確認孔、及び坑口開口部の状況を発泡ウレタン

注入後に確認したが、流出が全く発生しなかったことが

わかる。（写真 12） 

また、2日後に可塑性エアモルタルをS4～S5に注入し

たが流出することなく施工を完了した。 

 
表 5 弁天トンネルの注入量 

スパン 設計量 

kg(m3) 

注入量 

kg 

備考 

S3  951（9.8） 1088 1.14倍 

 
 

 
写真 12 背面空洞における 

ウレタン発泡状況（開口部） 

 
b) 藻岩トンネル 

藻岩トンネルの注入量を表 6に示す。注入量は注入孔

削孔時に算出した設計量より大幅に増えたが、天端への

限定注入を計画していたため、発泡前に下方へある程度

流動したこと、設計量が小さいためその影響が大きいこ

とが誤差の大きな要因と考えられる。覆工弱部へ注入圧

が作用することを防止するため発泡ウレタンを使用した

結果、注入中に覆工表面にひび割れや剥落、注入材の漏

出等の変状が発生しなかったことから、荷重軽減対策と

して効果があったと考えられる。 

 

表 6 藻岩トンネルの注入量 

スパン 設計量 

kg(m3) 

注入量 

kg 

備考 

S5  94（1.0） 303 3.22倍 

S6 127kg（1.3） 722 5.69倍 

 

5.まとめと今後の課題 

覆工背面空洞の裏込め注入に12倍発泡のウレタンを使

用した結果、以下の点が確認され当初期待した効果が得

られたと考えられる。 

 

・発泡時間が短く、縦断方向へ流出しないためセメント

系注入材よりも限定的な箇所に注入が行え、ロスが少

ない。ただし、天端の一部などに少量注入する場合、

側壁部など下方へ流れることにより注入量が多くなる

場合がある。 

・設計量の1.2倍程度で空洞を確実に充填し、セメント

系注入材では漏出してしまうトンネル坑口部やトンネ

ル排水施設付近などのストッパーとして効果が高い。 

・比重が軽く、覆工への荷重軽減材料として有効である。 

・設備の規模がコンパクトで、削孔や注入も容易なこと

からセメント系注入材に比べ施工性が良い。 

・充填確認用センサーを併用することにより、空洞上部

まで適量を充填できた。 

 
今後の課題としては、北海道のような寒冷地において

は凍結融解による材質劣化が懸念されるため、一定期間

放置した後、コア抜き等により経年変化を確認する追跡

調査が必要である。また、倍率12倍発泡のウレタンは高

価で経済性においてセメント系注入材に劣っていること

から、安価な40倍発泡ウレタンの使用可否についても今

後検証が必要と考える。 

 

6.おわりに 

昭和40年代ころに建設されたトンネルの多くは、当時

の施工技術の精度や経年的な劣化により補修・補強が必

要となっている。今まで多くの補修補強工法が開発され

てきており、今後も長寿命化に関するより安価で効果的

な技術が必要とされるが、新工法や新材料は実績がなく

施工性や長期的な安定性などが明らかになっていないた

め、採用されるまでに多くの時間を要している。新工法

や新材料の工法の優位性や有効性を確認するためには、

当事例のように試験的な施工等でデータを蓄積していく

ことが必要であり、その積み重ねと情報の共有が今後の

技術の発展に寄与できるものと考える。 
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