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音中トンネルにおける蛇紋岩境界部の掘削工法
検討について
―強大地圧想定区間における中央導坑先進工法の適用―
旭川開発建設部 士別道路事務所

○小川 修
島田 武
高橋 民雄

音威子府バイパスに計画された音中トンネルL=4,686mは，過年度にトンネル中央部に分布す
る蛇紋岩区間の強大な地圧による支保工の変状等が発生した.そのため，支保構造を３重真円に
変更し，掘削を進めてきたが，蛇紋岩境界部に脆弱な破砕帯が確認された.破砕帯区間において，
これまでの掘削工法では，３重支保構築までに複数のリスクが想定されたことから，中央導坑
先進工法を採用した.本報告は，中央導坑先進工法の採用に至った検討事例を報告するものであ
る.
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1. はじめに
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，現道の雪崩による特殊通行規制区間を解消及び道路
交通の定時性，安全性向上や交通事故低減を目的とした
総延長約19kmのバイパス事業である.
「音威子府バイパス」では，4本のトンネルを建設し
ており，音中トンネルは，事業区間のほぼ中央に位置す
る延長4,686mの道路トンネルである（図-1）.
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図-2 音中トンネル 地質縦断図

3. 蛇紋岩区間における施工状況
(1) 変状発生状況
蛇紋岩区間は起点側から掘削しており，玄武岩との地
層境界近傍であるSP8591まで掘削を進めていたが，平成
26年1月に切羽近傍において鏡面の押し出し及び盤膨れ
が確認された（図-3）.その後，変状は坑口方向へ波及
し，切羽から延長180ｍ区間まで盤膨れが確認された
（写真-1）.また，切羽から約250ｍ地点では平成26年2
月に天端の崩落が発生した（写真-2）.

図-1 音威子府バイパス全体図

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.掘削対象と
なる地層は起点側（音威子府側）から蝦夷層群の泥岩，
貫入岩の蛇紋岩，空知層群の玄武岩類および蝦夷層群の
砂岩・泥岩である.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.
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図-3 変状発生模式図

られる.
(3)蛇紋岩境界部の地質分布
蛇紋岩区間で発生した変状は，SP8591 地点の切羽に
おける鏡面の押し出し変形が発端となっている.
当該切羽以奥の調査ボーリングでは，緑色岩起源の断
層破砕帯（図-4，写真-4）が切羽に対して低角（見かけ
傾斜 30°程度）で分布していることが確認されており，
強大な地圧による変状発生要因の１つであることが推定
される.
また，断層破砕帯区間の原位置試験による地山物性値
は，蛇紋岩区間での支保設計で採用している変形係数
E=150MPa に対して約 80％程度の値であり，極めて脆弱
であることが確認された.
以上より，本坑断面から断層破砕帯の離隔（土被り）
が本坑１Ｄ程度となる区間を断層破砕帯影響範囲「蛇紋
岩境界部」と位置づけて掘削方法の検討を行った.

写真-1 変状（盤膨れ）発生状況

天端＋１Ｄ程度

写真-2 変状（天端崩落）発生状況
(2)蛇紋岩区間の地質性状
本トンネルで確認された蛇紋岩は主に粘土状及び葉片状
を呈している（写真-3）.起点側では地山状況が比較的良好
な葉片状または葉片状～粘土状蛇紋岩が主体であるが，終
点側ではより脆弱な粘土状～葉片状蛇紋岩が主体となって
いる．
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図-4 蛇紋岩境界部周辺の想定地質分布図
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写真-3 蛇紋岩 ボーリングコア（KB-21）
蛇紋岩を構成する鉱物は，蛇紋石及び水滑石（ブルー
サイト）が主体であり，水滑石の性状は軟質で岩石中に
網目状に分布し，破壊時の分離面となりやすい性状を有
している.
また，蛇紋岩に発達する割れ目は，密着していても指
圧で分離することから，掘削等の応力解放によって，割
れ目が容易に開口し、大きな地圧が作用するものと考え
Osamu Ogawa,

写真-4 断層破砕帯 ボーリングコア（BH-6）
(4)蛇紋岩区間の施工状況
変状が発生した蛇紋岩区間の支保構造については，当
初掘削時の計測データや調査により得られた地山物性値
を用いて，数値解析的手法を用いて設計を行っている.
また，支保設計として，トンネル完成後に時間に依存
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して増加する作用土圧を見込んで検討を行った結果，真
円３重支保構造を採用し，変状発生区間の縫返し掘削を
実施している.
真円３重支保構造区間のA計測結果を図-5，閉合する
までの1mあたりの変位速度を図-6に示す.
変位については，60mm～70mm程度を推移しており，真
円による閉合以降は収束傾向が確認されている.
ただし，閉合までの初期変位速度は，大きいところで
17mm/mとなり，閉合までに発生する変位量について大き
な値となっている.
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早期断面閉合を実現するためには，速やかに全断面掘
削を実施しなければならず，切羽の自立性を確保する補
助工法等の検討が必要になる.
(3) 地山物性値の低下による支保耐力不足
破砕帯の影響や塊状率の低下などにより，地山の基本
的な物性値が設計値を下回る可能性がある.
(4) 断層による想定外の作用土圧が発生
基本的な物性値が数値解析上の設計値を満足していて
も，断層や局所的な軟質化などによる地山の不均質性に
より，支保工に想定外の荷重や局所的な荷重が作用し，
支保耐力が不足する可能性がある.
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(5) 突発湧水による物性値の劣化
基本的な物性値が設計値を満足しても，断層破砕帯で
の突発湧水などにより，蛇紋岩が泥寧化し，設計値を満
足しない物性値まで劣化する可能性がある.

図-5 蛇紋岩区間 計測結果

5. 蛇紋岩境界部におけるリスクへの対応方針

図-6 閉合するまでの1mあたりの変位速度

4. 蛇紋岩境界部で想定されるリスク
真円３重支保の設計成立条件としては，切羽からでき
る限り短い距離で断面閉合を行い，真円形状として支保
構築を行わなければならない.よって，蛇紋岩境界部で
の真円形早期断面閉合に対して想定されるリスクを，以
下の通り抽出した.
(1) 初期変位速度増大による真円形支保構造の不安定化
蛇紋岩縫返し区間では切羽から約5m程度後方での断面
閉合を実現しているが，SP8400を超えた区間から，徐々
に初期変位速度が上昇し，断面によっては上半仮閉合を
実施する必要が生じている.
最大土被り部に近い蛇紋岩境界部は新規掘削区間で
あり，初期変位速度のさらなる増大が懸念され，支保構
造の安定性を確保する為には，少なくとも縫返し区間と
同程度の閉合距離を確保することが必要になる.
(2) 切羽の不安定化による閉合遅延（内空変位増大）
蛇紋岩境界部は新規掘削区間となることに加えて，破
砕帯となって著しく地山性状が不良となる可能性がある
ため，切羽の自立性も著しく低下する可能性がある.
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(1) 初期変位速度増大への対応
縫返し掘削時の初期変位速度の実績値を最小値と考え，
それ以上の初期変位速度が発生しても，断面閉合時に安
定した真円形の支保構造を構築できる工法検討が必要で
ある.
中央導坑先進工法では，本坑より先行して地山初期応
力の再配分をさせることで本設支保掘削時の初期変位速
度低減が期待される.
また，上半仮閉合により初期変位速度を抑制する対策
についても検討したが，追加対策工の位置付けとした.
(2) 切羽の自立性確保に対する対応
断層による切羽自立性への影響を事前把握することは
困難であり，早期閉合が可能な規模の切羽安定対策の検
討が必要である.
中央導坑先進工法では，短い閉合距離による加背拡大
時における鏡面押出し変位の抑制効果が期待でき，本設
支保掘削時の切羽自立性向上に有効である.
また，鏡ボルトの増打ちによる切羽の自立性を確保す
ることも検討したが，追加対策工の位置付けとした.
(3) 想定以上の作用土圧に対する対応
断層破砕帯からの支保工発生応力を事前に把握するこ
とは困難であり，不確実性に対して支保耐荷力をどのよ
うに設定するかが問題となる.
中央導坑先進工法では，本設支保工掘削前に蛇紋岩境
界部区間の地質性状を確認でき，計測データを取得する
ことで，支保工設計の妥当性をより確実に評価し，地質
リスクの発生を抑制できる.
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(4) 突発湧水に対する対応
中央導坑及び水抜きボーリングを併用することで，本
設支保工掘削前に蛇紋岩境界部区間の突発湧水の有無及
び湧水量について確認が可能である.また、突発湧水が
確認された場合でも，本坑掘削前に湧水処理が可能であ
る.
：本
坑
：中央導坑

以上より，蛇紋岩境界部区間で想定されるリスクに対
して，中央導坑を先行して構築することにより，想定リ
スクを大きく低減出来るものと考え，中央導坑先進工法
を採用することとした.
図-8 中央導坑 支保構造図

6. 中央導坑の支保構造及び断面検討
(1) 支保内圧の設定
蛇紋岩区間本坑支保構造の設計については，時間依存
性を考慮した真円３重支保構造としている.
中央導坑の支保構造については，時間依存性の応力増
加分を加味しない本坑２重支保相当の最大支保内圧を確
保するものとして，支保構造の検討を行った.
(2) 支保構造及び断面形状の検討
本坑（円坑半径7.6m）2重支保で耐えうる最大外圧を
中央導坑の支保内圧（4.2Mpa）と設定し，１重支保工
（H-200, t=400 σc=36N/mm2）で同等の外圧を耐えうる円
坑半径の検討を行った.図-7に支保内圧と円坑半径の関
係を示す.

7. 中央導坑の施工計画
(1)掘削基本方針
断層破砕帯区間の地質性状は極めて脆弱であることが
地質調査により把握されていることから，数値解析によ
る検証結果等を踏まえ，可能な限り切羽直近での断面閉
合を実施することとした.
(2)施工機械の選定
中央導坑で使用する施工機械の選定においては，本坑
掘削時に使用している機械を最優先することで検討を行
い，新たな機械の採用を最小限とした.表-1に使用機械
一覧を示す.
表-1 施工機械一覧
工 程

【CASE-1：赤線】R=3.60m ，鋼製支保工 H-200
⇒H-200の最小曲げ半径がR=4.5mのためNG

掘削
ずり出し

【CASE-2：青線】 R=3.74m，鋼製支保工 HH-154
⇒t=400（σc=36N/mm2）として成立

吹付け
支保工建込
補助工法

機械名
ブレーカ
（1,300kg級）
サイドダンプ
(2.3m3級)
ダンプ（22t積）
ロボット
アジテータ車
エレクター
ドリルジャンボ

規 格

備 考

PC138

新規

WA380

継続

M26C
GMC-35C
4.5m3積
GDE2-2B
JTH2A190Z

継続
継続
継続
新規
新規

※【新規】：導坑掘削のみ使用する機械，【継続】：本坑掘削時で使用中の機械

図-7 支保内圧と円坑半径の関係図
よって，中央導坑の円坑半径及び支保構造は，掘削半径
R=3.74m，吹付コンクリートt=400mm（σc=36N/mm2），鋼
製支保工HH-154を採用した（図－8）.
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(3)計測管理
導坑掘削時の安全管理及び本坑施工時へのフィードバ
ックを目的とした計測管理を以下のように計画した.
① Ａ計測：設置間隔５ｍ毎（計測頻度２回/日）
② Ｂ計測：支保工応力計，吹付け応力計
断層破砕帯区間，緑色岩区間，破砕帯と
の離隔１Ｄ箇所 計 ３断面
(4)安全管理への配慮事項
中央導坑断面は本坑断面と比較して掘削断面積が約
1/2と非常に狭小であり，中央導坑内での機械の離合が
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不可能である.そのため，導坑施工時の重機関連災害の
防止が重要課題であると位置づけ，通常のトンネル掘削
での安全対策に加えて，導坑施工に特化した対策として
以下について実施することとした.
① 導坑入退場ルールの作成（図-9）
② 導坑入場監視員（立入監視員）の配置（写真-5）
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8. おわりに
本報告は，音中トンネルの蛇紋岩境界部における掘削
方法検討事例として，中央導坑先進工法採用までの経緯
及び導坑断面設計・施工計画検討についての報告であっ
たが，今後，中央導坑掘削完了後に，本坑真円３重支保
の拡幅掘削に移行する予定である.導坑掘削で取得され
る計測データ等をフィードバックし，安全かつ安定した
支保構造及び支保構築方法を十分検証し，蛇紋岩境界部
の施工を遂行していく所存である.
最後に本報告に際してご協力いただきました関係者の
方々に深く感謝の意を表します.

立入禁止ロープ前
※生コン車入替時は待避所へ移動
切羽（但し、切羽監視員と同行）
※生コン車入替時は待避所へ移動

図-9 導坑入退場ルール（一部抜粋）

写真-5 導坑入場監視員（立入監視員）
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