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 一般国道40号音威子府バイパスの音中トンネルでは蛇紋岩中にブルーサイト（水滑石）が確

認されている。ブルーサイト（水滑石）が内部摩擦角を低下させるのではないかと考えられて

いるが、蛇紋岩中のブルーサイト含有量と強度特性の関係について明確となっていない。 

現在、蛇紋岩中のブルーサイト含有量と強度の関係を把握するための試験を進めており、本

文は中間結果および今後の展開について報告するものである。 
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1.  はじめに 

(1)音威子府バイパスの概要 

 一般国道 40 号は、旭川市を起点に、稚内市に至る延

長約 250kmの幹線道路である。このうち音威子府バイパ

スは、現道の交通事故低減及び雪崩による特殊通行規制

区間の解消による道路交通の定時性や安全性の向上を目

的とした延長約 19km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、2 車線道路トンネルが 4 本建

設されており、音中トンネルは延長 4,686mで同バイパ

スのほぼ中央部に位置する（図-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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、ジュラ紀～白亜紀の空知層群に属する緑色

岩類（玄武岩，ハイアロクラスタイト）、珪質頁岩、砂

岩および白亜紀の中部蝦夷層群の堆積岩（泥岩、砂岩）

からなり、それらの基盤岩類に時代未詳の蛇紋岩が貫入

している。空知層群の緑色岩類は塊状で硬質、珪質頁岩、

砂岩も硬質である。このうち蛇紋岩分布区間は延長約

460mで、この区間の最大土被りは320mである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 音威子府バイパス全体図
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2．蛇紋岩区間の施工とトンネルの変状 

(1)施工概要 

音中トンネルは平成 22 年 9 月より掘削を開始した。

蛇紋岩は、起点側の坑口から 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。 

表-1 および図-3 に蛇紋岩区間で適用した支保パター

ンの諸元を示す。支保工は二重支保構造とし、吹付けコ

ンクリートの設計基準強度は 36 N/mm2である。また、ト

ンネル断面形状を円形に近づけ、脚部等に応力ができる

だけ集中しない形状とした。具体的には、インバート半

径を3.0R（R：上半半径）から1.5Rへ変更した。さらに、

早期断面閉合を施工法の基本とした。インバートの閉合

距離は7mを原則とし、土被りが300mを超える区間では

4mに短縮した。 
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図-3 蛇紋岩区間の支保構造[ＥⅢ(1)～ＥⅣ(2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)トンネルの変状 

 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、平成 26 年 1 月に切羽の押し出しおよび切羽近

傍で盤膨れが発生し、結果的に掘削済みの蛇紋岩区間の

広範囲に変状をきたすこととなった。 

 変状原因のうち蛇紋岩の岩盤性状に関連する内容は以

下のとおりである。なお、変状の発生状況や推定される

発生メカニズムについては文献1）を参照されたい。 

① せん断強度の著しく低い蛇紋岩の存在 

② 地山強度比が著しく小さいこと 

③ 蛇紋岩中の低角の割れ目 

 

3．蛇紋岩の工学的性状についての従来の知見 

(1)蛇紋岩とは 

蛇紋岩は、蛇紋石を主成分鉱物とする岩石で、かんら

ん岩、輝岩、角せん岩などが蛇紋岩化作用で形成された

岩石である。蛇紋岩化作用では水を含まない鉱物から水

を含む鉱物へ変化し、工学的に脆弱となっていることが

多い。また、破砕質であるため施工時および施工後に問

題となることが多く、トンネルの変状、地すべり、斜面

崩壊などが他の岩石と比較して発生しやすい地山である

ことが知られている。 

 蛇紋岩は、土木工学的には性状や岩石の形態から表-2、

図-4に示す分類が一般的に用いられ、それぞれ圧縮強度

やせん断強度および変形係数等の強度定数が異なる。 

 

 

支保パターン名 EⅡ(1) EⅡ(2) EⅡ(3) ＥⅢ(1) ＥⅢ(2) ＥⅢ(3) ＥⅣ(1) ＥⅣ(2)
掘削工法

掘削断面積 上半 72.6m2 72.6m2 73.7m2 73.7m2 73.7m2 78.1m2 77.0m2 77.0m2

下半 23.6m2 24.7m2 25.3m2 25.3m2 25.3m2 26.3m2 26.1m2 26.1m2

インバート 14.1m2 24.5m2 26.3m2 26.3m2 26.3m2 26.3m2 26.3m2 26.3m2

合計 110.3m2 121.8m2 125.3m2 125.3m2 125.3m2 130.7m2 129.4m2 129.4m2

インバート曲率半径※ 3R 1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 1.5R

支保形式 二重支保工 二重支保工 二重支保工 二重支保工 二重支保工 二重支保工 二重支保工 二重支保工
ロックボルト 種別 ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24) ねじり棒鋼(TD24)

本数 10本 18本 22本 22本 22本 22本 22本 22本
吹付け 種別 高強度 高強度 高強度 瞬結 瞬結 瞬結 瞬結 瞬結
コンクリート 一次側 25cm 25cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm

二次側 20cm 20cm 20cm 20cm 30cm 30cm 30cm 30cm
鋼製支保工 種別 従来鋼 従来鋼 従来鋼 従来鋼 従来鋼 従来鋼 従来鋼 従来鋼

一次側 H200 H200 H200 H250 H250 H250 H250 H200
二次側 － － － － － H250 H150 H150

変形余裕 一次側 15cm 15cm 15cm 15cm 10cm 15cm 15cm 15cm
二次側 15cm 15cm 15cm 15cm 10cm 25cm 20cm 20cm

補助工法 AGF 33本 33本 33本 33本 33本 33本 33本 33本
鏡ボルト 上半33本/下半8本 上半33本 上半33本 上半33本/下半8本 上半33本/下半8本 上半33本/下半8本 上半33本/下半8本 上半33本/下半8本

※ R：上半の半径

補助ベンチ付き全断面掘削工法 曲面切羽による全断面掘削工法

表-1 蛇紋岩区間の支保諸元一覧

図-2 音中トンネル地質縦断図
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表-2 蛇紋岩の一般的な工学的分類方法とその性状 

分 類※ 性  状 

塊状蛇紋岩  
一般の深成岩と同様に節理系が良

く発達する塊状岩で硬質 

葉片状蛇紋岩 
節理系は消滅し、片状または葉片

状に剥離しやすい、軟質 
粘土状蛇紋岩 粘土状を呈し、軟質 

 ※中間的な性状を示す場合には、例えば塊状～葉片状蛇紋

岩として分類する。 
 

 
 

図-4 蛇紋岩の分類（コア写真） 

 

蛇紋岩におけるトンネルの変状は大きな地圧が作用す

ることで発生し、その原因は地山強度不足による塑性変

形、あるいは応力解放による塑性流動が定説となってい

る。道内においては 274 号稲里トンネル、275 号幌加内

トンネル、神竜幹線導水トンネル、道央自動車道嵐山ト

ンネル・常盤トンネル、横断自動車道占冠トンネル・穂

別トンネル・タンネナイトンネル等で施工時に問題とな

った事例が報告されている。 

 

(2)従来の知見 

蛇紋岩の地山強度が小さい理由としては、前述のよう

に岩石が破砕を受けていることや、蛇紋岩化作用が進ん

だ粘土状や葉片状の蛇紋岩では岩石および岩盤としての

強度が小さいことに起因する。また、文献2，3）では蛇紋

岩中にタルク（滑石）が含まれると強度が小さく、その

含有量が多いほど内部摩擦角が小さくなることが示され

ている（図-5、図-6）。 

タルク（滑石）は、鉱物中で最も軟質（硬度１）で爪

で傷をつけることができ、また、滑度（すべすべ感）が

あり、蛇紋岩の割れ目沿いなどに産出すると、割れ目は

容易に分離しやすい性状を呈す。このため、タルクが多

いと岩盤の強度が小さくなり、岩石が硬質な塊状蛇紋岩

であっても割れ目にタルクを伴うと岩盤強度は著しく低

下する。このタルク含有量と強度については従来から一

般的に知られている蛇紋岩を評価する上での留意点であ

った。 

 

 
図-5 タルクの有無による蛇紋岩の強度の差2） 

 

 

図-6 タルクの含有量と内部摩擦角の関係3） 

 

4．蛇紋岩の工学的性状についての新たな知見 

(1)音中トンネルにおける蛇紋岩の特徴 

音中トンネルでは蛇紋岩にタルクを含まないことが判

明していた。このため蛇紋岩の強度特性の評価にあたっ

ては蛇紋岩の粘土状や葉片状などの分類を考慮していた

ものの、タルクについては着目していなかった。 

しかし、変状発生後に有識者からなる検討委員会で、

音中トンネルの蛇紋岩にタルクは含まれていないが、タ

ルクと類似する鉱物が含まれていることを指摘された。

その鉱物はブルーサイト（水滑石）であり、タルクと同

様に割れ目沿いに白色の脈として産出し、含有すること

でせん断強度、特に内部摩擦角の著しく低い蛇紋岩であ

タルクを含むと

内 部 摩 擦 角

（φ）が著しく

低下する。 

タルクが多いほど(SD-0％→SD-

100％)、内部摩擦角(φ)が低下する。

＜塊状蛇紋岩＞ 

＜葉片状蛇紋岩＞ 

＜粘土状蛇紋岩＞ 
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ることが想定された。 

 音中トンネルの蛇紋岩の内部摩擦角は岩石試験から

7.7～20.5°でばらつきが認められるが、蛇紋岩を掘削

した他のトンネルの報告事例 15～30°と比較して小さ

い値となっている。 

また、文献4）によると蛇紋岩地帯の地すべり地の平均

勾配は表-3のとおり10～17°であり、音中トンネルの近

傍の「筬島」では10°と特に緩傾斜である。 

 岩石試験結果は他のトンネルの事例でも、内部摩擦角

にばらつきがあるが、これは蛇紋岩が硬質部と軟質部が

不均質に混在するため岩石試験の実施そのものが難しい

ことや、実施できても試験値が地山の値を代表するかど

うかの評価が難しいことに起因する。 

 

表-3 蛇紋岩の地すべり地の平均勾配4） 
地すべりのタイプ 岩 体 名 地すべり地の平均勾配

円弧型１次すべり 
問寒別 
振 内 

15° 
13° 

円弧型２次すべり 
ペンケ山筬島 
夕張 

17° 
16° 

崩積土すべり 
筬島 犬牛別 
振 内 
岩内岳 

10° 
13° 
13° 

流下型すべり 振 内 10° 

匍行型すべり 
幌加内 
夕 張 
岩内岳 

12° 
13° 
13° 

 

 

(2)ブルーサイトとは 

ブルーサイト（水滑石）はマグネシウムの水酸化鉱物

であり化学組成は Mg(OH)2である。土木地質的な分野で

は、文献3）によれば、蛇紋岩中にブルーサイトは多く見

られないとされており、文献5）でも注意すべき鉱物とし

てタルクは特筆されているがブルーサイトの記載はない。

一方で、鉱物学の分野の文献6）によれば蛇紋岩中に普遍

的に存在しているとされており、鉱物学研究と土木地質

との間で若干の矛盾があったが、いずれにしても工学的

な観点でブルーサイトに着目された記載は認められない。 

蛇紋岩を掘削するトンネルや切土などの事業では事前

の地質調査において地山の工学的性状の評価の際にはタ

ルクの有無が着目点の１つとされているが、ブルーサイ

トには着目されていなかった傾向がある。蛇紋岩の露岩

やボーリングコアに軟質な白色脈が含まれているとタル

クとして評価され、文献2）を参考にタルク含有量から内

部摩擦角が推定される。しかし実際に白色脈をＸ線回折

試験で鉱物鑑定するとタルクではなくブルーサイトであ

った場合には、ブルーサイトと強度の関係についての知

見が無いこともあり低強度の蛇紋岩と評価されるケース

は少なかった。 

 

(3)ブルーサイト含有量と強度の推定への試み 

前述のとおりブルーサイトは蛇紋岩中に比較的普遍的

に含まれており（図-7）、タルクと同様に強度の低下

（内部摩擦角の低下）に関与すると想定され、これを検

証する目的で以下の試験を行った。 

 

   

 

図-7 蛇紋岩中にみられるブルーサイト脈（白色部） 

 

a）ブルーサイトの含有量と蛇紋岩の強度定数の関係 

ブルーサイトが蛇紋岩の強度へ与える影響を把握する

ことは、今後ブルーサイトを含む蛇紋岩地域での施工を

行う上で非常に重要である。そこで本報告ではブルーサ

イトの含有量と強度定数（特に、内部摩擦角）の関係を

明らかにするため、ブルーサイトの含有率を変化させた

試料を用いて一面せん断試験を実施した。 

一面せん断試験は、上下に分かれたせん断箱に供試体

を納め、垂直応力を載荷した状態で、可動箱を固定箱に

対して水平に移動させ、せん断する試験である7）（図-

8）。複数の供試体に対して異なる垂直応力を載荷した

状態でせん断することによって、供試体破壊時のせん断

応力（τ）と垂直応力（σ）の関係から強度定数である

内部摩擦角（φ）および粘着力（c）を求めることがで

きる。この試験は試験方法が比較的簡便で、試料の量や

試験時間が少なくて済む等の利点を持つ。 

 

 

図-8 一面せん断試験方法（せん断箱）の概要7） 

 

今回実施した試験は、CD（圧密排水）条件と等価な圧

密定圧一面せん断試験である。試験には、ブルーサイト

および石英を粒径が 5 μm 以下、且つ均質になるよう

に粉砕した粉末試料を使用した。それらの試料をブルー

サイトの含有率（wt %）が 0 %、5 %、10 %となるように

混合し、全体が均質となるよう十分に撹拌して試料を調

整した。試験を行う際は、調整した粉末試料をせん断箱

にゆっくりと流し込み、所定の圧力を加え締め固めたも

のをひとつの供試体とした（図-9）。なお、音中トンネ

ルでは湧水が認められず、乾燥状態の蛇紋岩であること

から、含水比は 0 %とした。 

5cm
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図-9 せん断試験後の供試体断面（せん断面） 

 

試験の結果、ブルーサイトの含有率の増加に従い内部

摩擦角が低下する傾向があり、含有率が 10 wt %の時の

内部摩擦角は10°程度にまで低下することがわかった

（表-4、図-10）。 

 

表-4 各試料の成分と一面せん断試験により得られ

た内部摩擦角（φ） 

試料名

ブルーサイト
の含有率

(wt %)

石英の含有率
(wt %)

内部摩擦角：φ
(°)

Brc-0 0 100 27.1

Brc-5 5 95 25.7

Brc-10 10 90 10.5
 

 

 

図-10 一面せん断試験より得られたブルーサイトの 

含有率(wt %)と内部摩擦角(°)の関係 

 

b）岩石中のブルーサイト含有量の把握 

岩石中に含まれる鉱物を同定する際の試験方法として、 

X線回折試験（XRD：X-ray diffraction）が一般的によく

用いられている。これは粉末状にした岩石試料にX線を

照射したとき、X線が通過する鉱物によってX線の回折

（反射）パターンが異なることを用いた、鉱物同定の手

法である（図-11）。土木工学分野では、トンネルや切

土が計画されている地山に、膨潤性粘土鉱物（モンモリ

ロナイト等）が含まれるかどうかを確認するためによく

用いられている。 

また、反射したX線の強度と含まれる鉱物の量比の間

には相関がみられることが知られており8）、いくつかの

鉱物を対象に両者の関係が報告されてきた。しかし、ブ

ルーサイトにおいてはこれまで両者の関係は明らかにさ

れていなかった。そこで本報告では、標準試料を用いた

X線回折試験に基づいた、ブルーサイトのX線反射強度

（Brc/Calの反射強度比）と含有率の関係について報告

する。 

 

 

図-11 標準試料を用いたX線回折試験の一例 

 

試験にはリガク社製 XRD Ultima Ⅳを用い、不定方位

法での分析を行った。なお、試験には標準試料として、

ブルーサイト（Brc）、方解石（Cal）および石英

（Qtz）を使用した。それらの試料をメノウ乳鉢を用い

てできるだけ細かく粉砕し、粒径を均等にしたものを試

験に使用した。また反射強度は、内部標準法に基づき、

ブルーサイトの反射強度を方解石の反射強度で除した比

（Brc/Cal）を用いて補正を行った。 

図-12に試験によって得られたブルーサイトの含有率

と反射強度比の関係を示す。両者は概ね比例関係にあり、

蛇紋岩中のブルーサイト含有量を把握する際の指標とし

て利用されることが期待される。 
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c）考察 

ブルーサイトは主に板状の結晶構造をしており、結晶

同士の結合力は非常に弱く、結晶同士が容易に剥離する

という性質を持つことが知られている9）。そしてこの性

質は、含まれることで低強度の蛇紋岩となることが知ら

れているタルクにおいても共通してみられる特徴でもあ

る。したがって、タルク同様にブルーサイトにもみられ

る上述の性質が、内部摩擦角の低い蛇紋岩となる要因に

なっている可能性が考えられる。 

 

(4) 課題 

試験の結果から、ブルーサイトの含有量の増加が強度

（特に、内部摩擦角）に影響を及ぼすことが明らかとな

った。また、X線回折試験を用いれば蛇紋岩中のブルー

サイトの含有量を推定することが可能である。以上の結

果から、ブルーサイトの含有量は蛇紋岩の工学的性状を

把握する上での新たな指標となり得る。そして、同トン

ネルにおこった変状は、従来の知見からでは想定し得な

かったブルーサイトを含有する低強度の蛇紋岩の存在が

要因となった可能性がある。しかし、今回示したデータ

はブルーサイトの含有率が10 wt %まででみられる傾向

であるため、今後は含有率が10 wt %以上の場合にブル

ーサイトの含有量と強度の関係がどのように変化するか

を明らかにする必要がある。 

また、本報告によりブルーサイトの定量化が可能であ

ることが示されたが、ブルーサイトは脈状且つ不均質に

蛇紋岩中に含まれていることから、地山全体を代表する

ような試料のサンプリング方法は確立されていない。し

たがって、地山全体の評価をするのに最も適したサンプ

リング方法を確立した上で、ブルーサイトの含有量を地

山分類へと反映させていく必要がある。 
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