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ベルトコンベア方式によるズリ出しについて

－北成トンネル工事の事例－

函館開発建設部瀬棚道路総合事業所 ○渡辺 知己

釜台 孝志

小川 修

まえがき

北成トンネルは一般道道北檜山大成線

のトンネル工事として平成15年 3月から

平成18年3月までの4ヵ年にわたり施工中

の山岳トンネルであり、地山は先第三紀

の花崗閃緑岩を主とする堅硬な地質であ

る。

本トンネルは、ＮＡＴＭ工法を採用し

ているが、ズリ出しについてはダンプト

ラック方式ではなく、ベルトコンベア方

式を採用している。

本報告では、ズリ出しにおけるベルト

コンベア方式とダンプトラック方式の相

違点や、ベルトコンベア方式の特長につ

いて紹介を行なうものである。

１．工事概要

以下に工事概要を、図－１に工事箇所

図 、 図 － ２ に ト ン ネ ル 標 準 断 面 図 を 示

す。

路 線 名：一般道道北檜山大成線

道路規格：3種4級 設計速度50km/h

掘削工法：NATM 補助ベンチ付全断面

工法 ショートベンチカッ

ト工法

掘削方式：発破

延 長：2,633.27m

幅 員：0.75～0.5～5.5～0.5～

0.75

工事区間：SP8,206.00～10,839.27

工事箇所：久遠郡大成町字太田～

図－１ 工事箇所図

瀬棚郡北檜山町字新成

２．連続ベルトコンベア方式

坑内環境の改善は、トンネル工事にお

いて重要な課題となっている。ダンプト

ラック方式によるズリ出しにおいては、

ズリ運搬車両の排気ガスや走行時に路盤

から粉塵が発生する。

現在、大気中の温室効果ガス（二酸化

炭素 ､メタン等）の増大は地球を温暖化

させ、自然の生態系等に悪影響を及ぼす

おそれがあることがわかっている。日本

においても、京都議定書を締結し、温室

効果ガス排出の少ない社会、すなわち、

脱温暖化社会への転換に取り組んでいる

ところである。

Tomomi Watanabe,Takashi Kamadai,Osamu Ogawa

北 成 ト ン ネ ル 工 事
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本トンネル工事においても、温室効果

ガスの排出をなるべく減らしてくという

取り組みを図るとともに、坑内環境改善

のため、浮遊する粉塵の量を減らすこと

も視野に入れた。ここで、以下の 2点の

特長に注目し、ベルトコンベア方式によ

る ズ リ 出 し 方 式 を 使 用 す る こ と と な っ

た。

１）連続ベルトコンベアシステムの動力

は電力であるうえ、ベルトコンベアに

よりズリを運搬するので、掘削中に坑

内を走行するダンプトラックの台数が

減ることで、そこから排出される排気

ガスを抑えることができる。（二酸化

炭素の発生抑制）

２）坑内通行路を走行する車両の台数が

減少するため、走行時に巻き上げる粉

塵の量を抑えることができる。（浮遊

する粉塵量の減少）

こういった長所を生かすことができる

一方、ベルトコンベアシステムについて

は、以下のような短所があることも認識

しなければならない。

３）システムにかかる初期投資額は高額

となる。

４）現場条件に合わせた機械の調整を十

分に行なわないと、ベルトコンベアシ

ステムに関するトラブルが発生する。

トラブルの内容については、後ほど述

べる。

３．実積

発破掘削工法でベルトコンベア方式が

一般部

非常駐車帯部

図－２ 標準断面図

日本で 初に使用されたのは、平成10年

～平成13年まで施工された九州新幹線田

上トンネル（L=4,800m）である。（表－

１のNo.5）

これは、九州新幹線（発注者：日本鉄

道建設公団九州新幹線建設局)のトンネ

ル工事であり、八代～西鹿児島間（延長

125km）に新幹線規格の鉄道を新設した

ものである。

ベルトコンベヤ方式によるズリ出し工

事の実績を表－１に示す。本方式は、Ｔ

ＢＭ、シールド、ＮＡＴＭの各工法で採

用されているが、当初はＴＢＭでの採用

が先行し、ＮＡＴＭでは上記で述べたよ

うに発破方式の田上トンネルで 初に採

用され、その後各地で採用されている。
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表－１ 実積表

m2･m m t/h
1 北海道電力 日高発電所 TBM φ3.9 6,100 北海道 1995.10～1998.3 150
2 日本道路公団 東北北陸自動車道 城端・袴越トンネル TBM φ4.5 9,000 富山県 1995.12～1999.8 314
3 日本道路公団 第二東名高速道路 富士川トンネル西工事 TBM φ3.5 4,850 静岡県 1997.8～1999.6 112
4 日本道路公団 第二名神高速道路 栗東トンネル上り TBM φ5.0 2,600 滋賀県 1997.9～1999.6 400
5 日本道路公団 九州新幹線 田上トンネル NATM 発破 74 4,800 熊本県 1998.1～2001.12 300
6 日本道路公団 第二東名高速道路 浜松トンネル東 TBM φ5.0 3,114 静岡県 1998.4～1999.2 400
7 長崎県 オランダ坂トンネル下り NATM 機械 74 3,000 長崎県 1999.7～2002.7 260
8 日本道路公団 第二名神高速道路 鈴鹿トンネル TBM φ5.0 3,900 三重県 1999.8～2000.3 300
9 名古屋市交通局 本山北 ｼｰﾙﾄﾞ φ6.3ﾒｶﾞﾈ 1,250 愛知県 1999.10～2000.4 300
10 日本道路公団 第二東名高速道路 富士川トンネル東工事 TBM φ5.0 4,210 静岡県 2000.4～2002.1 305
11 日本道路公団 第二東名高速道路 岡部トンネル TBM φ5.0 5,000 静岡県 2000.5～2003.7 300
12 鉄道建設公団 上越新幹線 飯山トンネル上倉工区 NATM 機械 74 3,600 長野県 2000.7～2004.4 200
13 日本道路公団 中部縦貫 小鳥トンネル工事 TBM φ4.5 2,950 岐阜県 2000.8～2001.12 400
14 鉄道建設公団 東北新幹線 八甲田トンネル市ノ渡工区 NATM 機械・発破 80 4,100 青森県 2000.9～2004.3 300
15 日本道路公団 第二東名高速道路 浜松トンネル西 TBM φ5.0 3,100 静岡県 2000.10～2001.6 300
16 鉄道建設公団 北陸新幹線 朝日トンネル西 NATM 機械 74 3,000 富山県 2001.1～2004 200
17 日本道路公団 第二名神高速道路 鈴鹿トンネル工事 TBM φ5.0 3,641 三重県 2001.4～2002.4 452
18 鉄道建設公団 東北新幹線 細越トンネル NATM 機械 74 2,700 青森県 2001.4～2003.9 200
19 国土交通省中部地方整備局 美和トンネル NATM 発破 60 4,000 長野県 2001.11～2004.5 300

20 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 東北新幹線 八甲田トンネル大坪 NATM 機械・発破 74 3,700 青森県 2001.12～ 300
21 岐阜県 タラガトンネル美濃 NATM 発破 60 2,500 岐阜県 2001.12～2003.12 300
22 長崎県 妙願寺トンネル NATM 発破 60 1,667 長崎県 2002.1～2004.6 300
23 日本道路公団 東海北陸自動車道 飛騨トンネル工事 TBM φ12.84 11,400 岐阜県 2002.4～ 1200
24 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 上越新幹線 飯山トンネル木成工区(上越方) NATM 機械 74 1,950 新潟県 2002.4～2004.9 200
25 日本道路公団 第二東名高速道路 清水第四トンネル TBM φ5.0 3,900 静岡県 2002.9～2003.6 300
26 日本道路公団 第二名神高速道路 甲南トンネル TBM φ5.0 2,573 滋賀県 2002.10～2003.5 300
27 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 上越新幹線 飯山トンネル木成工区(長野方) NATM 機械 74 1,850 新潟県 2002.12～ 200
28 広島県 両国トンネル NATM 発破 60 2,000 広島県 2003.1～2004.7 300
29 和歌山県 川辺第一トンネル避難坑工事 TBM φ4.5 2,602 和歌山県 2003.2～2003.12 300
30 北海道開発局函館開発建設部 一般道道北檜山大成線 北成トンネル工事 NATM 発破 52.57 2,633 北海道 2003.3～2006.3 300
31 JR東日本 JR吾妻線付替 八ﾂ場トンネル工事 TBM φ6.82 4,336 群馬県 2003.4～2004.11 420
32 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 北陸新幹線 松ノ木トンネル（東） NATM 機械 82 3,600 新潟県 2003.8～ 200
33 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 東北新幹線 牛鍵トンネル NATM 機械 74 2,000 青森県 2003.10～ 200
34 国土交通省四国地方整備局 三坂トンネル NATM 発破 60 2,000 愛媛県 2003.12～ 300
35 横浜市 横浜地下鉄4号線 南山田工区 ｼｰﾙﾄﾞ φ5.54 2,843 神奈川県 2004.3～ 210
36 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 北陸新幹線 松ノ木トンネル（西） NATM 機械 82 3,100 新潟県 2004.4～ 200
37 日本道路公団 第二名神高速道路 甲南トンネル TBM φ5.0 2,573 滋賀県 2004.6～2004.12 300
38 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 九州新幹線 筑紫トンネル NATM 発破 74 3,080 福岡県 2004.7～ 300
39 首都高速道路公団 新宿環状線S151工区 ｼｰﾙﾄﾞ φ12.02 2,000 東京都 2004.9～ 540
40 沖縄県 名護トンネル NATM 発破 80 1,976 沖縄県 2004.10～ 250

工法No.

搬送
能力掘削方式

掘削断面積
･掘削径 場所 施工時期発注者 路線名 工事名

ﾄﾝﾈﾙ延長

４．システム構成

本システムは以下の装置で構成されて

いる。なお、このシステムの動力は全て

電動である。

1)クラッシャー

2)テールピース台車

3)連続ベルトコンベア

4)ストレージカセット

5)メインドライブ

6)中継ベルトコンベア

7)坑外斜ベルトコンベア

1)クラッシャー

処理能力は 大300t/h。掘削ズリを

200mm以下に砕くことができる。（写真

－１）

2)テールピース台車

運搬能力は 大300t/h。ベルトコンベ

アの切羽側先端部に設置してあり、クラ

写真－１ クラッシャー

写真－２ テールピース台車
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ッシャーで砕いたズリをベルトコンベア

まで中継する。（写真－２）

3)連続ベルトコンベア

移動速度は 大150m/min。メインドラ

イブとテールピース台車の間でズリの運

搬を行なう。（写真－３）

4)ストレージカセット

大300mのベルトコンベアをここに収

納することができる。テールピース台車

が延伸すると、ベルトコンベアの総延長

も長くなるが、150m（往復で300m）まで

の延伸であれば、ストレージカセット内

のベルトコンベアで対応できる。延伸が

300mを超えると、そのたびにベルトコ

ンベアを追加する。ベルトコンベア同士

は溶着させている。（写真－４）

5)メインドライブ

大出力110kW（×2台）。これらのモ

ーターにより 大延長約2800m（往復で5

600m）のベルトコンベアを回転させ、ズ

リ を 運 搬 す る こ と が で き る 。 （ 写 真 －

５）

6)中継ベルトコンベア

傾斜角度は5.56度。連続ベルトコンベ

アから運ばれたズリを坑外斜ベルトコン

ベアへ中継する。（写真－６）

7)坑外斜ベルトコンベア

傾斜角度は15度。ズリをここから投下

させて仮置きし、坑外に待機している10

tダンプトラックに積み込む。（写真－

７）

５．運搬能力

坑内運搬能力を比較してみたところ、

写真－３ 連続ベルトコンベア

写真－４ ストレージカセット

写真－５ メインドライブ

表－２のようにダンプトラック方式を若

干上回る結果となっている。

ダ ン プ ト ラ ッ ク 方 式 の ズ リ 運 搬 能 力

は、ズリ積込工のトラクターショベルの

作業能力で規定されていて、表の数値は

地山区分B・Cを想定している。

ベルトコンベア方式については、ズリ
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運搬量をクラッシャー運転時間で割った

ものを運搬能力とした。

６．トラブル対応

現在までに発生しているトラブルのう

ち、連続ベルトコンベアシステムの処理

能力に大きく影響するものは、1)ベルト

に関するトラブル、2)非常停止装置のた

めの通信システムに関するトラブル、3)

クラッシャーのズリ破砕処理に関するト

ラブル、の3つである。

1)ベルトに関するトラブル

導入後1～2ヶ月の間は、比較的順調に

稼動していたが、その間にクラッシャー

の歯の間隔が自然に広くなっていた。そ

の結果、破砕処理後のズリ径が大きくな

り、各機械のベルトの損傷が頻発した。

しかし、クラッシャーの歯の整備、クラ

ッ シ ャ ー の ズ リ フ ィ ー ダ ー 開 口 部 の 調

整、中継ベルトコンベアの受け口ホッパ

ー改良等の対応により、ベルトに関する

トラブルは減少した。

また、ベルトの蛇行が坑口付近のS字

カーブ区間（R=420m、R=410m）、セント

ル・シート台車部での曲線部で発生して

おり、ベルトの脱落・切断の事態も生じ

た。

これについては、ローラーの調整、ロ

ーラー支持フレームの補強や位置調整を

行い、カーブの内側を高くすることでベ

ルトの蛇行を防ぐことができた。

2)非常停止装置のための通信システムに

関するトラブル

覆工打設のためのスライドセントルを

導入した後、スライドセントル移動時に

ベルトコンベア通信ケーブルを傷めるこ

写真－６ 中継ベルトコンベア

写真－７ 坑外斜ベルトコンベア

表－２ 運搬能力

運搬方式 運搬能力 摘要

道路設計要領ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 64.4m /h３

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 67.5m /h 実積３

とによる通信トラブルの発生頻度が高く

なった。また、ベルトコンベア延伸作業

時に通信ケーブルを損傷するケースも見

られた。これはベルトコンベア直下のフ

レームに通信ケーブルを設置しているた

めに起こったトラブルであったため、セ

ントル部はケーブルを内側に設置し、損

傷を防ぐようにした。
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3)クラッシャーのズリ破砕処理に関する

トラブル

クラッシャーの破砕処理効率はズリの

性状により変動する。粘土・ヘドロはク

ラッシング部に付着し落ちにくく、ホッ

パー閉塞を引き起こした。加えて、硬質

の岩の場合、発破後のずりに大きな岩隗

が含まれることが多く、クラッシャー投

入前に切羽でブレーカーで小割りするこ

とになっている。しかし、誤って大きな

岩隗がクラッシャーに投入され、クラッ

シ ャ ー で 破 砕 で き な い ト ラ ブ ル が 生 じ

た。

また、ズリの性状にかかわらず、クラ

ッシング部へのずり供給が多すぎるとク

ラ ッ シ ン グ 部 で の 閉 塞 を 生 じ や す い た

め、供給過大にならないよう注意する必

要がある。

７．まとめ

ＮＡＴＭ工法におけるベルトコンベア

方式は、若干の機械的トラブルが生じた

り、初期投資費用が高額という短所もあ

るが、一方で、排気ガスや粉塵の低減等

による坑内環境の改善につながるなどの

長所を持ち合わせている。

８．課題

トラブルが生じると、そのたびにベル

トコンベアを停止させて修理や調整をし

なければならないので、事前に機械の調

整を十分に行ない、ひとたびトラブルに

遭遇した場合には、いかに早く復旧させ

るかが重要である。トラブルを減らすた

めの方法として、例えば、クラッシャー

の歯の磨耗状態や間隔の変化をセンサー

で読み取り、クラッシャーの歯の間隔を

自動的に調整するといったハード的な対

応もそのひとつであろう。

９．あとがき

ベ ル ト コ ン ベ ア 方 式 に よ る ズ リ 出 し

は 、 坑 内 環 境 の 改 善 工 法 の ひ と つ と し

て、改良を重ね、欠点を改善し、より使

いやすいものとなって欲しい。
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