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国営施設応急対策事業「てしおがわ剣和地区」は平成27年度に事業着手し、平成28年度から開
水路の改修工事を開始した。地区内の基幹的な農業水利施設は、国営天塩川上流土地改良事業
(昭和42年度～昭和61年度)により造成されたが、造成後40年以上が経過し開水路側壁の倒壊及び
トンネル天端の破損等が発生した。
本報告は、過年度実施した既設トンネルにおける空洞化及びひび割れの原因究明と、その補
修工事の検討結果について報告するものである。
キーワード：設計・施工、長寿命化

1. はじめに
(1)地域の概況
本地区は、北海道の上川北部に位置する士別市、上川
郡和寒町及び同郡剣淵町にまたがる4,215haの農業地帯
である（図-1）。水稲を中心に、水田の畑利用による大
豆、小麦、かぼちゃ等を組み合わせた経営が行われてお
り、日本最北限の主食用米産地となっているとともに、
寒冷な気候条件を活かして越冬キャベツなどの高付加価
値化の取り組みを実施している地域である。
地区内の基幹的な農業水利施設は、国営天塩川上流土
地改良事業（昭和42年度～昭和61年度）により造成され
た剣和幹線用水路であり、1市2町にまたがる総延長
43.0km(開水路19.8km、トンネル5.6km、サイホン他17.6km)
の用水施設となっている。

と労力を要している。このため、本事業では、幹線用水
路の機能を保全するための整備を行うことにより、農業
用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減
を図り農業生産性の維持及び農業経営の安定に資する事
を目的に事業着手した。
(2)既設トンネルの設計条件
施工法は、矢板工法で鋼製支保工（Ｈ型鋼）と木矢板
による剛構造支保工により地山の荷重を支持してトンネ
ルの安定を図る伝統的なトンネル施工法（図-2）であっ
た。地質は、集塊岩の風化帯（軟岩）が大半であったこ
とから、全断面機械掘削工法を採用していた。
水路断面は、施工時の地質及び風化状況を考慮し標準
馬てい型を採用し内空断面が8.5m2程度であった。

てしおがわ剣和地区

図-1 てしおがわ剣和地区の位置
用水路造成から40年以上が経過しており、水路側壁の
倒壊等の不測の事態が発生し、農業用水の安定供給に支
障を来しているとともに、施設の維持管理に多大な費用
Kenta Takimoto,Satoshi Okuyama,Jun Takaoka

図-2 前歴事業のトンネル断面

(3)既設トンネルの劣化状況
平成24年度に剣和幹線用水路全線の機能診断を行った。
目視調査により、トンネル覆工天端部及び側壁に縦断ひ
び割れ（写真-1）が確認された。また、横断方向への不
規則なひび割れ、漏水、クラウン部に1000mm程度の欠損
が確認された。

なお、覆工コンクリートのコアを採取し圧縮強度試験
を行った結果、
設計基準強度16N/mm2に対し試験値38N/mm2
と十分基準を満足しており、母材の劣化は確認されなか
った。
(2)天端及び側面の空洞の発生要因
トンネル造成当時（昭和46年）は、昭和29年に制定さ
れた設計基準しかなく、その後、設計基準が改定された
のが昭和50年であり、その間は主に経験則による対応と
なっていた。
具体的には、覆工背面の空洞に対する処置が設計基

準に位置づけられたのは、昭和50年の改訂以降であ
り、造成時は当時の設計基準等に基づき、矢板工法の
採用及び覆工厚の確保を基本として設計施工され、エ
アモルタルによる裏込注入が施工されたのは一部の区間
であったことから、裏込注入の施工区間外の箇所では矢
板の腐食及び地山の風化が進行し、土圧により変状した
結果、空洞の発生に至ったものと断定した。
このことから、空洞充填のため裏込め注入工法を行う
こととし、併せてトンネル構造の一体性の確保のため、
ひび割れ充填工、断面修復工、内面補強工、水抜き工を
実施することとした。

写真-1 天端・側壁の縦断ひび割れ

2. 原因究明調査
(1)ひび割れの要因推定
縦断ひび割れは、トンネル覆工の盤膨れ等が確認され
ていないことから、地山の緩み圧が作用したものと予測
されたため、電磁波レーダー探査とカメラによる背面状
況調査、空洞厚確認調査を行った。結果、天端及び側面
に空洞が確認されたことから、その空洞を要因とするひ
び割れと断定した。
横断方向のひび割れは、最大0.80mm程度を確認し、温
度ひび割れと推定した。
クラウン部の空洞については、ファイバースコープを
挿入し調査を行ったところ、最大で700mm程度の空洞が確
認された。これは、矢板の腐食とともに風化した岩が落
下し、覆工が欠損して薄くなったと推定した。

3. 機能保全対策の検討
(1)裏込め注入工
a)工法の検討
裏込め注入工の目的は、覆工背面と地山との空隙を充
填し、地圧の作用状況を当初の覆工断面の地圧状態に近
づけることで、トンネル覆工が元々有する性能の発揮を
期待し、合理的な補修・補強の構造力学条件を整えるこ
とである。また、覆工への偏圧の防止及び、地山の崩落
を防止することである。

表-1 裏込め注入工法検討
工法名

A工法

B工法

C工法

D工法

石炭火力発電所から発生するフラ セメントを主材とした注入材に、ベ
エアモルタル（モルタルに気泡剤を ２種類のミルクをショットすることに
イアッシュを細骨材とした主材に、 ントナイト（吸水性の高い粘土）等
工法概要 添加したもの）に可塑化剤を添加し より、注入材に十分な可塑性能を
可塑化剤A、Bを混合し注入する工 を配合し、専用プラントで混合して
注入する２液性注入工法
発揮させる工法
法
圧送する工法
・水に対する材料分離抵抗性が大 ・水に対する材料分離抵抗性が大 ・水に対する材料分離抵抗性が大 ・水に対する材料分離抵抗性が大
きい
きい
きい
きい
・硬化後の乾燥収縮が小さい
特徴

施工条件

・硬化後の乾燥収縮が小さい

・エアモルタルに比べて重量が大
・エアモルタルのため比重が軽量
きい
・二系統の圧送のため、一系統に ・二系統の圧送のため、一系統に
施工性で劣る
施工性で劣る

・硬化後の乾燥収縮が小さい

・硬化後の乾燥収縮が小さい

・エアモルタルに比べて重量が大
きい
・三系統の圧送のため、二系統に
施工性で劣る
・再生資源活用工法である

・エアモルタルに比べて重量が大
きい
・二系統の圧送のため、一系統に
施工性で劣る
・材料は全て粉末で、水と混ぜるだ
けで施工可能

E工法
２液を混合することで急速発泡硬
化するウレタンを主材とした注入工
法
・水中でも発泡硬化する
・硬化後の体積変化がほとんどな
い
・エアモルタルに比べて重量が小
さい
・坑内に材料を持ち込むので圧送
が不要

エアモルタルの圧送距離は150m
プラント敷地200m2程度必要
プラント敷地100～200m2程度必要 プラント敷地200m2程度必要
坑外のプラント設備、圧送不要
以下
圧送距離MAX=0.15km（長距離圧 圧送距離MAX=2.0km（長距離圧送 圧送距離MAX=5.0km（長距離圧送 圧送距離MAX=2.0km（ただし近年 原液は危険物第4類第4石油等に
送不可）
可能）
可能）
実績なし）
該当、取扱注意

注）表中の赤字がメリット、青字がデメリット
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裏込め注入工法の選定として、本トンネルは部分的に
クラックからの漏水が確認され、水による材料分離が生
じるモルタル系注入材料では、十分な裏込め注入効果を
発揮できないことから、可塑性注入材料を採用すること
とし、5つの工法（表-1）を比較検討した。
注入工法は、
施工機械と注入材料を考慮して選定した。
b)工法の決定
トンネル坑内は狭小なため、大型機械による施工は難
しいことから、人力で施工可能な工法とし、換気を考慮
して、使用機械は、電動機での施工を基本とした。
また、湧水が確認されたことから、水があっても材料
分離を起こさない材料とする必要があった。併せて、覆
工は無筋コンクリートであるため、施工時に覆工に与え
る影響を最小限にする配慮が必要であった。
これらを踏まえた検討の結果、大規模な仮設備が不要
で、材料が軽量である非セメント系の硬質発泡ウレタン
である「Ｅ工法」とした。
(2)ひび割れ充填工
本トンネルは無筋コンクリート構造のため、補修対象
ひび割れ幅は2mm以上とした。経済性に優れるＵカット充
填工法を選定し、材料は、接着性が良く、トンネル内で
の作業性が良いことから、ポリマーセメントモルタルを
採用した。
(3)断面修復工
断面欠損部の修復工法は、一般的にポリマーモルタル
系、セメントモルタル系が採用される。本トンネルでは、
耐凍害性に優れること、コテ塗りであるため吹付に比べ
てロスが少ないこと、仮設備が不要で経済性にも優れる
ことから、セメントモルタル系で高炉スラグによって耐
久性を向上させた「超微粒子高炉スラグ系高耐久性ポリ
マーセメントモルタル工法」を採用した。
(4)内面補強工
当初、クラウン部欠損箇所の補修は断面修復工による
施工を考えていたが、背面が空洞のため、断面修復工で
は施工が厳しいと判断した。また、覆工が破損している
ため、シートによる補強の選択も出来なかった。そのた
め、鋼製支保工と吹付コンクリートの側壁増厚による内
面補強工を採用した。
(5)水抜き工
トンネルは浮力の関係から、クラウン部以上に地下水
位が上昇すると、水圧がトンネル断面に作用し、覆工が
構造的に不安定となる。本トンネルでは至るところで漏
水が見られたため、地山の湧水処理を目的とし、水抜孔
を穿孔し、排水管の取付を行った。

4. 工事の実施状況
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(1)裏込め注入工
注入箇所の覆工コンクリートを穿孔し、注入管を取付
けた後、管を通して裏込め注入材を注入した。
（写真-2-1
～2-4）注入終了後、管を切断し穴埋めを行った。覆工内
に挿入した部分の管は存置する形とした。

写真-2-1 コンクリート穿孔

写真-2-3 裏込め注入

写真-2-2 注入管取付

写真-2-4 注入孔穴埋め処理

また注入管理は、初期圧＋0.1～0.2ＭＰａで終了とし、
圧力が未到達の場合、計画注入量の1.5倍を目安に終了と
した。
本工事は、狭小な施工条件下であったが、工事は順調
に進捗する事が出来た。しかし、日当り注入量は、平均
10m3、最大15m3程度であったため、大規模な注入工事に
は適さないものと推察される。
(2)ひび割れ充填工
電動カッター等によるＵカットを行い、断面にプライ
マーを塗布した後、ポリマーセメントモルタルを左官に
よって塗布した（写真-3-1～3-2）。

写真-3-1 Ｕカット

写真-3-2 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗布

(3)断面修復工
電動ピック等によるはつり工を行い、断面に高圧洗浄、
プライマー塗布を行った後、断面修復材を左官によって
塗布した（写真-4-1～4-2）。

(5)水抜き工
排水管の孔径は50mmとし、設置位置はトンネル頂部よ
り30°の位置に5.0m間隔で左右交互に配置した（図-4、
写真-6-1～6-2）。

写真-4-1 はつり工

写真-4-2 断面修復材塗布

(4)内面補強工
鋼製支保工の設置に当たり、基礎部分のコンクリート
打設を行い、その上に鋼製支保工の建込を行った後、吹
付コンクリートによって13cmの側壁増厚を行った（図-3、
写真-5-1～5-4）。

図-4 排水管設置位置

写真-6-1 水抜孔穿孔

写真-6-2 排水管取付

5. おわりに

図-3 内面補強工の標準断面

写真-5-1 支保工基礎打設

写真-5-2 鋼製支保工建込

剣和幹線用水路は、傾倒事故の危険が大きい開水路か
ら施工を開始し、平成30年で約35％の事業進捗の見込み
となっている。
トンネル補修工事は、実績が乏しく事業費及び工期等
の詳細がつかめない事や、狭小トンネルでの補修工法の
選定についても判断が難しい。
今後、
工事を予定しているトンネルの補修についても、
本工事の実績を踏まえ、適切な補修工法を選定しながら
事業を進めていきたい。
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写真-5-3 吹付コンクリート

写真-5-4 完成
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