
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 白木トンネルは、三重県鳥羽市に計画された一般国道167号

線 第二伊勢道路の鳥羽市白木町と同市河内町を結ぶ延長

822m の２車線道路トンネルである。図-1 に当トンネルの位置図

を示す。 

一般国道 167号線 第二伊勢道路は、近畿自動車道伊勢線・

伊勢二見鳥羽ラインと伊勢志摩地域の観光リゾ－ト拠点との連絡

を強化する地域高規格道路「伊勢志摩連絡道路」の一部で、鳥

羽市白木町から度会郡二見町松下に至る全長7.6kmの自動車 
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要  旨 
第二伊勢道路 白木トンネルは、三重県が計画した２車線の地域高規格道路のトンネルである。当ト

ンネル終点側の地質は、風化が著しく土砂化した頁岩・砂岩である。このため、トンネル掘削時の安全

確保のため注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングと長さ 12mの鏡止めボルトを適用した。 
本文では、当トンネル終点側坑口部で実施した注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングの応力測定

結果について報告するものである。また、応力測定結果から得られた鋼管の変形特性から当工法の先

受効果についての一考察を述べるものである。 

 

 

 

 

 

 

専用道である。 

当トンネル計画域の地質は、秩父中・古生層の頁岩、砂岩、チ

ャ－トである。事前の地質調査結果から、終点側坑口部では地

山の風化が著しく土砂化しており、トンネル掘削時の切羽崩壊が

懸念された。トンネル掘削作業の安全性を確保するため、注入

式長尺小口径鋼管フォアパイリングと長さ12mの鏡止めボルトを
表－１ 工事概要 

ト ン ネ ル 名 第二伊勢道路 白木トンネル 

工 事 場 所 三重県鳥羽市 

工   期 2000年12月～2003年3月 

発 注 者 三重県 

施 工 者 五洋・磯部・出馬共同企業体 

ト ン ネ ル 延 長 822m 

掘 削 断 面 積 ＤⅢa-72.5m2 （上下半） 

第 
二 
伊 
勢 
道 
路 

白木トンネル 

図－１ 施工位置図 図-2 標準断面図(DⅢa) 
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適用した。 

本文は、切羽天端安定対策工として実施した注入式長尺小

口径鋼管フォアパイリングの鋼管応力測定結果について報告

するとともに、当対策工の効果に関する一考察を述べるもの

である。 

 

２．工事概要 

 表-1に当トンネルの工事概要を、図-2に設計支保パタ－ン

DⅢa の標準断面図を示す。トンネル掘削は、起点側である

鳥羽市白木からの片押しで行った。 

 

３.地形・地質概要 

 白木トンネルは、三重県鳥羽市白木町と同市河内町を隔てる

標高 150～250mの山地を横断するように計画されている。終点

側坑口は、山地から延びる尾根部に位置している。終点側坑口

部におけるトンネル軸線と斜面地形の関係1)は、坑口付近の約

30ｍで図-3 に示す④尾根部進入型、それより起点側では③平

行型斜面にあたる。トンネルの土被りは１.9～22.8mであった。 

 図-4に当トンネル終点側坑口部の地質縦断図を写真-1に終点

側坑口から 30～40m区間のトンネル天端における水平ボ－リン

グコア写真を示す。終点側坑口部区間の地質は、岩級区分CL

～D級の頁岩・砂岩である。事前の地質調査の結果から、頁岩

および砂岩の風化は著しく、土砂化していることが確認されてい
写真－１ ボ－リングコア写真（水平ボ－リング） 

トンネル掘削方向 No.15+71 

No.15+81 

1000 

図－３ トンネル中心軸線と地形との関係1)

①直交型斜面 

②斜交型斜面 

③平行型斜面 

④尾根部進入型 

⑤谷部進入型 

 

F.H 

Tf

Sh
Ss Sh

tr-3 

Shv

Vp=0.7 ～ 0.9km/sec.

Vp=1.7～1.9km/sec
Vp=4.0km/sec.

Vp=0.4～ 0.5km/sec. 

No.16+14.0

終点側坑口 

第１号トンネル（下り線）L=822.0m

EL=50.00 

EL=75.00 

EL=100.00 

図－４ 第二伊勢道路 白木トンネル終点側坑口部の地質縦断図 

写真-1のボ－リングコアの位置 

応力測定区間 

記号

新生代 更新世 tr-3

白亜紀 黒色頁岩 Sh

砂岩 Sa

凝灰質頁岩 Shv

ジュラ紀 緑色頁岩 Tf

凡　　　　　　　　例

〜

時代 地質区分

中性代

メランジ

段丘堆積物No.15+26.05 

白木トンネル（下り線）L=822m 

No.15+34.2 No.15+80.0 
計測用鋼管打設位置 

平行型斜面区間 尾根部進入型区間 
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た。また、坑口には、天端付近に粘土混じり砂礫である段丘堆積

物が出現するものと想定された。土砂化した頁岩および砂岩は、

岩片同士の結合力が乏しい。このため、トンネル掘削時には切

羽が崩壊しやすい状況にあると考えられた。 

 

４．補助工法の検討 

 測点No.15+26.05から測点No.15+80付近までの区間では、

トンネル中心軸線と地形の関係が図-3 に示した平行型斜面に該

当する。一般に平行型斜面は、トンネル土被りの小さい区間が比

較的長くなる。当終点側坑口でも、土被り 2D 以下の区間が約

80m続く。ここで、Dはトンネル掘削径である。 

また、平行型斜面は、トンネル左右での土被りことなるため偏

土圧が作用する条件下となる。偏土圧は、地山の緩みによって

助長され、トンネルの長期安定性を損なう原因と成り得る。図-5

に、当トンネルの測点 No.15+60 の断面図を示す。この図に示

すように、当トンネルでも左右での土被りが大きく異なることから

偏土圧が作用する条件下であることが分かる。 

 
C.L. 

S.L. 

注入式フォアポ－リング 
L=4.0m 600@20=120000 

鏡止めボルト 
 

C.L. 

S.L. 

 注入式長尺鋼管フォアパイリング 
φ114.3mm L=12.5m 450@26=11700 

鏡止めボルト 
 

C.L. 

S.L. 

注入式長尺小口径鋼管フォアパイリング 
  φ60.5mm L=12.0m 450@26=11700 

鏡止めボルト 

土被りが小さく、土砂化した地山条件でのトンネル施工では、

切羽天端の崩落や切羽鏡の崩壊が発生することが多い。また、ト

ンネル掘削に伴う応力解放は、周辺地山の緩みを助長するとと

もに偏土圧を増加させる原因となる。トンネルに作用する偏土圧

の増加は、トンネルの長期的な安定性を損なう要因となる。 

当トンネル終点側坑口部の地形状況から、土被りの小さい区

間が長く、偏土圧が作用する条件下にある。また、地質状況も風

化が著しい。以上のことから、トンネル作業の安全確保とトンネル

の長期安定性確保の観点から補助工法が必要と考えられた。 

 切羽安定対策工の比較表を表-2 に示す。当トンネル終点側坑

口部の地質の精査およびそれに基づく施工法の検討を行った

結果、切羽天端の安定対策工として注入式長尺小口径鋼管フォ

アパイリングが適当であるという結論に至った。 

 当トンネル終点側坑口部の土砂化した地山状況では、切羽鏡

面からの肌落ちや小崩落も懸念された。注入式長尺小口径鋼管

フォアパイリングだけでは、切羽天端の安定効果は期待できるが

切羽鏡面の安定効果は期待できない。よって、鏡面に対する安

定対策工の併用が必要であると判断した。 

切羽鏡面の安定対策工として一般的なものに、図-6 に示す鏡

C.L. 

S.L. 

No.15+60 

図－５ 測点No.15+60の断面図 

表－２ 対策工の選定表 

工法名 ウレタン注入式 
フォアポ－リング(3m) 

注入式長尺鋼管 
フォアパイリング(AGF工法) 

注入式長尺小口径鋼管 
フォアパイリング 

 
 
 
 

工法概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

対策工 
の効果 

圧入ボルトでは地山荷重に対する

耐荷力に乏しく、先受け長が短い。 
φ114.3 の鋼管を使用することから
に地山荷重に対する耐荷力に優れ

る。 

AGF工法よりは劣るが注入式フォア
ポ－リングよりは、地山荷重に対す

る耐荷力に優れる。 
施工性 非常に良い。 やや悪い やや良い。 
工費 安価 高価 やや高価 

評価 
先受け長が短く、圧入ボルトでの先

受け効果は期待できない。 
先受け効果に優れるが高価である。 安価に施工でき、トンネル天端の崩

落抑制効果や先行変位抑制効果は

期待できる。 
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止めボルトがある。鏡止めボルトは、FRP もしくは特殊樹脂製の

ボルトを切羽前方地山に打設し、セメントミルクによってボルトと

地山とを一体化させることによって、切羽前方地山を補強する工

法である。切羽前方地山にボルトを設けることによって、トンネル

掘削にともなう応力解放によって生じる鏡面の押し出し変形やそ

れに伴う地山の緩みを抑制することができると考えられている。

従来、鏡止めボルトは長さ 3～4mのもの（短尺鏡止めボルト）が

多かった。しかし近年では、従来よりも長い 12m 程度の長尺鏡

止めボルトを用いることもある。 

(a) 短尺鏡止めボルト 

 

 

 

(b) 長尺鏡止めボルト 

図－６ 鏡止めボルト2)
当トンネル終点側坑口部の施工では、切羽天端の安定対策工

である注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングと切羽鏡面の安

定対策工である鏡止めボルトの併用が必要であると判断した。使

用した鏡止めボルトは、長さ 12m、外径 60.5mmの特殊樹脂管

であり、打設本数や打設間隔については過去の施工実績3)をも

とに設定した。 

表－３ 使用する鋼管の諸元 
 外径 

(mm) 
肉厚 
(mm) 

重量 
(kg/m) 

114.3 6.0 16.0 AGF工法 101.6 4.2 10.1 
注入式長尺小口径 
フォアパイリング 

60.5 5.5 7.5 

 

５．注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングの概要と選定理由 

 一般的に、山岳トンネルにおけるトンネル周辺地山の先行変

位抑制のための対策工としては、注入式長尺鋼管フォアパイリン

グ(AGF 工法)や注入式フォアポ－リングなどが挙げられる。

AGF 工法がφ100mm 程度の鋼管を用いた先受工であるのに

対して、注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングはφ60.5mm

の小口径鋼管を用いた比較的新しい先受工である。使用する鋼

管の諸元を表-3 に示す。当工法は使用する先受け鋼管の径が

小さく、従来の AGF工法と比較して施工性に優れ安価である反

面、曲げ剛性は小さく地山荷重に対する耐荷力に劣る。このた

め、地表面の沈下抑制効果を期待する場合などには適用できな

い。このことから、注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングは費

用や先受け効果の面で、AGF工法と注入式フォアポ－リング 

図－７ 切羽安定対策工の施工パタ－ン 

の中間的な位置づけにある。なお、施工は通常のドリルジャンボ

を用いて通常のトンネル作業員で行うことができる。 

当トンネル終点側坑口部において、φ60.5mmの鋼管を使用

する注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングを選定した主な理

由は、次の３つである。 

① 長さ 3m の注入式フォアポ－リング以上の先受け長が必要

である。 

② 使用する鋼管径が 60.5mmと従来のAGF工法と比較して

小さいが、地山改良材を注入することによって切羽天端の

安定性は確保できる。 

③ 地表面に道路や鉄道など重要施設がなく、ある程度の地表

面沈下が許容できる。 

当トンネル終点側坑口で採用した補助工法の施工パタ－ンを

図-7 に示す。なお、注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングに

使用した地山改良材は、岩片間の結合を高めるためにウレタン
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系のシリカレジンとした。打設ピッチは、従来のAGF工法の標準

設計4)と同じ 45cmとしラップ長は村山の方法5)から 4mとした。 

 

６．鋼管の応力測定 

６．１ 測定の目的 

終点側坑口に近づくに従い、土被りが小さくなり地山ア－チの

形成が困難となってくる。一般に地山ア－チの形成が困難な条

件では、地山の変形が大きくなるとともに地山荷重が増加すると

考えられている。前述したように注入式長尺小口径鋼管フォアパ

リングは、使用する先受け鋼管の径が小さく安価に施工できる反

面、従来のAGF工法と比較して曲げ剛性が小さく地山荷重に対

する耐荷力が劣る。このため、地山の変形が大きく作用荷重が

鋼管耐力より大きいと判断される場合には、鋼管径の大きい従来

のAGF工法への変更が必要となる。 

 以上のことから当トンネルでは、小口径鋼管に発生する応力を

測定し、鋼管が地山荷重に耐えうるかどうか判断することとした。 

６．２ 測定位置 

測定はトンネル起点側坑口から 742.2m の測点 No.15+34.2

の天端に打設した測定用鋼管を用いて行った（図-4 参照）。この

位置での土被りは約 23m、切羽の地質は亀裂の卓越した風化

頁岩であった。 

６．３ 測定方法 

 先受け鋼管の応力測定方法は、打設された鋼管にひずみゲ

－ジを張り付けた薄肉管を挿入することによって行われ、報告事

例もある6)。打設管に直接ひずみゲ－ジを張ると打設の妨げに

なったり、打設時にゲ－ジを損傷させる恐れがあるからである。

当トンネルにおいても、打設鋼管にひずみゲ－ジを張り付けた

φ30mmのアルミパイプを挿入することによって打設鋼管に発

生するひずみを測定することとした。応力測定を行う鋼管の断面

 
先受鋼管 

SGP φ60.5×5.5t 

測定アルミ管 
Al φ30×2.1t 

ひずみゲージ 

ケーブル 9 本 
φ4.6（6C）－5 

φ4.0（4C）－4 

図－８ 計測用鋼管の断面構造 

※計測用鋼管と本設

鋼管の離れは約30cm 

300 ①  
②  ③  

④ ⑤ ⑥ 

図－９ 小口径鋼管の応力測定概要 

⑨ ⑧ ⑦ 
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構造を図-8 に示す。 しかしながら、前述したように注入式長

尺小口径鋼管フォアパイリングは、使用する鋼管径が外径

60.5mm、内径 49.5mmと従来のAGF鋼管と比較して小さい。

このため、本設の鋼管に計測器を設置した場合、注入用のチ

ュ－ブが配置できず、計測用鋼管周辺地山への地山改良が

不可能となる。そこで、当トンネルでは、図-9 に示すように応

力測定用の鋼管を別途打設する方法を採用した。計測用鋼

管は、トンネル中心から右側 1m（図-7 参照）、本設鋼管の直

上約30cmの位置に本設鋼管と平行になるように打設した。図

-9には、計測用鋼管の打設概要とともにひずみを測定する位

置も示した。鋼管径が小さくアルミパイプ内の配線に制限があ

ることから、鋼管末端部の 5 個所（⑤～⑨）は軸力と曲げ応力

の両方が測定できるようにし、先端部（①～④）については曲

げ応力のみの測定を行えるようにした。 

↑上に凸 

↓下に凸 

 なお、計測用鋼管は、ひずみゲ－ジを張り付けたアルミパ

イプ挿入後、セメントミルクで充填した。 
図－１０ 切羽進行に伴う曲げ応力 

 

７．測定結果とその考察 

 計測用鋼管の打設とひずみゲ－ジ付きアルミパイプの挿入

が完了した後に、鏡止めボルト 11本とトンネル掘削外周に注

入式長尺小口径鋼管フォアパイリング 27本の施工を行った。

トンネル掘削の再開とともに鋼管の応力測定を開始した。 
↑引張 

７．１ 応力測定結果 

 図-10 に切羽進行に伴う曲げ応力の変化を示す。計測用鋼

管に発生する曲げ応力は、切羽が当該区間を通過する間に

最大でも 20N/mm2程度であった。この値は鋼管の許容応力

210N/mm2と比べて約 1/10 であることが確認できた。図-11

には、測点⑤～⑨で測定された軸応力の切羽進行に伴う変

化を示す。この図より、発生する軸応力は最大80N/mm2程度

であり鋼管許容応力の 1/2以下であることも確認できた。以上

のことから、作用する地山荷重に対して、小口径鋼管の安全

度が確保されているものと推察できた。 

↓圧縮 

図－１１ 切羽進行に伴う軸応力 

７．２ 天端沈下曲線の推定 

 図-12に測定位置③～⑥で測定された曲げひずみから導いた

トンネル天端の沈下曲線を示す。トンネル天端の沈下曲線を求

めるに際して以下のことを仮定した。 

① 鋼管と地山が一体となって挙動する。 

② 計測用鋼管先端部のたわみおよびたわみ角度を０とする。 

 当トンネルにおける天端の沈下曲線を、式①に示す成長曲線7)

と近似した。 
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x1
)( βα

γ
−+

=
e

xy ・・・① 

ここで、yは鋼管の沈下量、x

は切羽からの距離である。α、

β、γは正の定数である。一

般にトンネルの天端沈下特性

は、切羽進行前と進行後では

異なるものと考えられている。

その理由としては、トンネルが

掘進されることにより鋼製支保

工や吹付けコンクリ－トなどの

支保部材が施工されることによ

り、トンネル周辺の変形特性が

変化するからである。しかしな

がら、鋼製支保工や吹付けコ

ンクリ－トを施工することによって変化するトンネル周辺地山の変

形特性をそれら支保部材の諸特性から定量的に評価することは

非常に困難である。そこで、当トンネルでは、天端沈下特性曲線

の形状が成長曲線と類似していることに着目した。なお、当トン

ネルのように先受け鋼管の変形特性から天端沈下特性を成長曲

線に近似する手法は、既往の研究8）でも試みられている。成長

曲線の定義式①で示した定数α、βは、切羽近傍での変化度

合いを決定する定数で、γは最終変位量である。 
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変
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1
58.14)( 477.0304.1
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+
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−

R
e

xy x

③ ×
④ △
⑤ □
⑥ ○

沈下特性曲線
No.15+34.2 ●
No.15+42.0 ■
No.15+52.0 ▲

鋼管のたわみ

天端沈下測定結果

凡　　　　　　例

━━━━━

掘進方向 

図－１２ 鋼管の変形と天端沈下測定結果 

 実際の推定は、測定位置③～⑥で測定された切羽到達前の

沈下量を用いて行った。定数α、βは、①式両辺について自然

対数をとると回帰式方程式に帰着でき、単回帰分析を行うことに

よって決定できる。γは、推定される最終変位量のなかで相関

係数Rが最も大きくなるように設定した。 

７．３ 推定結果 

図-12から、鋼管は切羽位置付近で5mm程度沈下しするもの

と推定される。また、鋼管の変形は切羽前方 3ｍ程度から始まる

ものと推定され、当トンネルで作用した鋼管のラップ長4.0mは、

概ね妥当なものであることが確認できた。さらには、当トンネルに

おける切羽到達前の先行沈下量は、最終沈下量の約 21％であ

ると推測できた。 

 また、図-1２には、測定 No.15+34.2、No.15+42.0 および

No.15+52.0における天端沈下量を追記してある。図中に示した

天端沈下測定結果は、天端沈下の実測値と成長曲線で近似した

天端沈下特性曲線で算出した測定開始までの沈下量の和であ

る。このことを模式的に図-13に示す。 

各測点における天端沈下量は、成長曲線を用いた天端沈下

特性曲線で求められる測定開始までの先行沈下量と実測値の和

が初期地山からの全沈下量であると考えられる。そこで、次式の

関係が成り立つものと仮定した。 

)()()( xxyxY δ+′= ・・・② 

 ここで、x’は天端沈下測定開始する時点の測定点と切羽の距

離、Y(x)は切羽通過後 xにおける天端沈下量、y(x’)は天端沈下

測定を開始するまでの先行沈下量で①式を用いて算出した値で

ある。また、δ(x)は切羽からの距離が xにおける天端沈下の実 

x 

先行沈下量y(x’) 

天端沈下測定開始位置 

切
羽 x’ 

天端沈下測定量δ(x) 

掘進方向 

天端沈下特性曲線 0 

y 

図－１３ 天端沈下測定値と先行沈下の概念図 
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表－４ 対策工施工区間の天端沈下測定結果 
測点 天端沈下測定結果（mm） 

No.15+34.2 2.40 
No.15+42.0 3.51 
No.15+52.0 3.90 
No.15+62.0 4.10 
No.15+72.0 1.70 
No.15+82.0 2.70 
No.15+92.0 3.10 
No.16+02.0 3.11 

 

測値である。 

図-１2から、トンネル天端の実測値と①式で推定した天端沈下

特性曲線から求めた先行沈下量の和が、推定した沈下曲線と概

ね一致することも確認できた。 

 

８．おわりに  

 当トンネルでは、通常の AGF工法よりも小さい径の鋼管を使

用した注入式長尺小口径鋼管フォアパイリングと長さ 12.0m の

鏡止めボルトを適用することによって経済的にしかも無事故無災

害でトンネル掘削を完了することができた。 

表-4 には当トンネルの注入式長尺小口径鋼管フォアパイリン

グ施工区間における天端沈下測定結果の最終変化量を示す。こ

の表から天端沈下量は、最大で 4.1mmであった。この結果は、

既往の調査結果9)に示されるDⅡ級地山での平均沈下量

35.4mmに対して十分小さいものとなっていることが分かる。 

当トンネルで実施した鋼管応力測定によって得られた技術的

知見は以下の通りである。 

 (1) 当該地山において、注入式小口径鋼管フォアパイリングの 

鋼管に発生する応力は鋼材の許容応力と比較して小さいも

のであった。このことから、先受け工の地山荷重に対する耐

荷力としては十分であったものと推察される。 

 (2) トンネル天端の沈下特性は、成長曲線で比較的精度良く推

定でき、トンネルの施工といった実務的な面で有効であるこ

とが確認できた。 

 (3) 当トンネルで実施したような計測を行うことによって鋼管に

発生する応力を確認できるとともに、設計の妥当性を検証で

きることが確認できた。 
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