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２．２．３ 日暮山トンネル 

（１）工事の概要 

日暮山トンネル東工事は，上信越自動車道の 4 車線化工事の一部で，長野と群馬の県境付近に位置す

る全長 2,051m の日暮山トンネルⅡ期線新設工事のうち，東側（群馬側）1,013m を施工するものであ

る．現在供用中のⅠ期線トンネルの建設では，トンネル中央部付近で約 370m の脆弱な泥岩区間に遭遇

した．内空変位および天端沈下の最大変位量が 3m に達し，トンネル掘削に困難をきわめ，この区間の

突破に約 3 年の期間を要している．今回のⅡ期線トンネルはⅠ期線のような難工事を回避するために，

Ⅰ期線との位置関係を平面的に 100m 離し，縦断的に 24m 下げて比較的安定した泥岩層に計画されて

いる． トンネルの位置を図－1 に，工事の概要を以下に示す． 

 工事件名：上信越自動車道日暮山トンネル東工事 

 工事場所：群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧 

 工  期： 

  その 1 工事 平成 8 年 3 月 16 日～11 年 1 月 29 日 

  その 2 工事 平成 11 年 1 月 7 日～12 年 11 月 26 日 

 工事内容： 

  トンネル工 全長 2,051m のうち東側 1,013m 

  掘削工法 補助ベンチ付き全断面工法（安山岩部） 

       円形導坑先進工法（押出し性泥岩部） 

  掘削方式 発破掘削（安山岩郡） 

       機械掘削（押出し性岩部） 

  掘削断面積 標準区間（安山岩部）76.6（B）～91.2（DⅢ）m2 

             特殊区間（押出し性泥岩部） 円形導坑 10.8（EⅠ）～13.9（EⅡ）m2 

                                        切り拡げ 83.9（EⅠ）～116.5（EⅡ）m2 

トンネル周辺の地質は，新第三紀中新世の泥岩，砂岩を主体とする井戸沢層を基盤岩とし，中新世末

期から鮮新世にかけての火山活動による安山岩の貫入岩類などで構成され，地形は標高 1,000m を越え

る起伏の激しい山地となっている．押出し性泥岩区間の両端部は

地山強度比が 1.0～1.4(qu＝1.5～2.1N/mm2)，中央部は地山強度

比が 5.0～7.0(qu＝7.0～13.7N/mm2)であり，いわゆる膨張性を示

す地山物性値は，Ⅰ期線トンネルのデータとほぼ同様の値を示し

ていることから，同程度の著しい押出し性土庄がトンネルに作用

図－1 トンネル位置図 図－2 地質縦断図 
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すると判断された．地質縦断図を図－2 に示

す． 

押出し性泥岩部のトンネル設計では，機械

掘削による円形導坑先進工法を採用した．な

お，円形導坑先進工法はⅠ期線で最終的に採

用された工法であり，地質状況の確認，水抜

き，いなし効果（切り拡げ支保工に作用する

土圧の先行解放），切り拡げ切羽の安定性向

上の効果を期待している．また，本坑の切り

拡げは剛な支保構造を採用し，インバートを

含めた全断面早期閉合で押出し性土圧に対

処するが，作用土圧を最終的には二次覆工の

みで支保することとした．押出し性泥岩部の

支保パターンを図－3 に，切り拡げの施工方法を図－4 に

示す． 

（２）逆解析の目的 

日暮山トンネル東工事では，既往の地質調査結果やⅠ

期線の施工実績などから STA359+70～563+30 の区間を

膨張性泥岩区間として，地質状況の確認と本坑拡幅時にお

ける地山の変位を抑制し膨張性に対応する（いわゆる“い

なし”）ことを目的に円形導坑先進工法が計画されていた，

そこで，円形導坑施工時及び拡幅部施工時に得られた計測

結果と事前の地質調査結果に基づいて，膨張性泥岩区間で

の円形導坑の有意性について解析・考察を行った． 

具体的には，円形導坑掘削時の計測結果から地山物性値

を逆解析などによって推定し，求められた地山物性値を

使用した順解析によって，導坑のある

場合とない場合を解析して比較するこ

とで，円形導坑の効果を検討する．地山

物性値の推定に使用した円形導坑の A

計測結果の 1 例を図－5 に示す． 

（３）逆解析の手法 

１）逆解析(DBAP)による地山物性値の

推定 

逆解析は，直接逆解析法(DBAP)によ

る弾性逆解析によって，地山の弾性係数

と側圧係数を求めた．逆解析に使用した

データは，内空変位と天端沈下および弾

図－3 支保パターン 

図－4 切り拡げの施工方法 

図－4 円形導坑 A 計測経時変化図(STA559+91.5) 
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性範囲と考えられる地中変位であり，掘削開放率を仮定し，その解放力に対して計測変位を入力するこ

とで，計測開始以前の開放率を考慮した． 

２）地中変位の計測結果に基づく地山物性値の推定 

 等方等圧下の円孔の弾性解と地中変位から，弾塑性境界と弾性係数を推定した．支保工は支保内圧で

モデル化し鋼製支保工の軸力などから評価した． 

３）FEM 解析による地山物性値の推定 

 応力解法による地山物性値の低減を好著できる非線形弾性モデル（電中研）による FEM 解析を行い，

円形導坑掘削時の計測結果と計算結果が一致するように地山物性値を変化させ，トライアル計算によっ

て地山物性値を推定した． 

４）その他 

事前に行われた地質調査，円形導坑の坑内で行った平板載荷試験，切羽で採取した地山資料の試験結

果，統計的に取りまとめたスクィーズィング地山での施工実績から，地山物性値を推定し，逆解析結果

と比較して地山物性値を決定している． 

（４）逆解析の結果 

地山物性値の逆解析結果を表－1

に示す． 

平板載荷試験による変形係数が小

さな値であるが，これは地山の応力

を解放した後に行ったため，塑性後

の変形係数であると考えられる．最

終的には表－1 に示す採用値によっ

て，円形導坑の効果を検討した． 

この推定結果から，押出し性地山

における円形導坑の有意性について，

2 次元非線形（電中研）FEM 解析を

用いて検証を行った．解析に用いた

地山物性値を表－2 に，解析モデル 

表－1 地山物性値の推定結果一覧 

地山物性 単位 
弾性 

逆解析 

地中 

変位 

非線形弾性 

FEM 
事前調査 

平板載荷 

試験 

地山資料 

試験 

統計的 

実績 
採用値 

弾性係数 kgf/cm2 
1280～1705 

(1440) 
1290～2130 

(1770) 
2000 1090 70～100 5100 (1400) 1400 

側圧係数  0.92 －  － － － －  

単位体積重量 g/cm3 － － 2 2.16 － 2.22 1.85 2.2 

一軸圧縮強度 kgf/cm2 － －  15～21 － 14.6 15.0  

粘着力 kgf/cm2 － － 5 .4.5 － － 5.1 5 

内部摩擦角 ﾟ － － 20 23 － － 22 22 

ポアソン比  － － 0.4 0.33 － 0.36 0.44 0.4 

図－5 FEM 解析モデル 
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を図－5 に示す． 

解析ケースは， 

① 円形導坑を考慮したもの(Case1) 

② 円形導坑を考慮しないもの(Case2) 

の 2 ケースとした．解析結果を図－6 に示す． 

解析結果によると，円形導坑先進工法には次の

ような効果があることが判明した．  

① 天端沈下量が最大 9％程度低減される．鋼

アーチ支保工軸力や吹付けコンクリート応力が

最大 11％程度低減される． 

② 地山内応力は，トンネル掘削面付近で 7％程度

低滅される． 

③ 地山のひずみ分布状況はとくに天端付近で大き

くなる傾向が見られる． 

これより，いなし効果を「導坑により地山応力を先

行解放することで切り拡げ段階での解放応力が低減さ

れ，本坑支保工に作用する応力が小さくなる現象」と

定義するとその効果の程度はおおむね 10％と考えら

れる． 

（５）結び 

押出し性地山での円形導坑の有意性を検証するため

に，円形導坑の計測結果などから地山物性値を推定し，

円形導坑のある場合と，ない場合の本坑掘削時の挙動を解析し，比較することで，円形導坑のいわゆる

‘いなし’効果を評価した． 

この他，導坑の径や先進距離といなし効果の関係や押出し性地山における合理的な施工法，二次覆工

の設計・施工などについて，施工結果をもとに検討する必要がある． 

通常のベンチカット工法では，上半掘削の計測結果を未だ掘削していない前方の施工へ反映させよう

とすると，計測結果を得るまでに切羽が進行し，それに伴う地山条件も変化することが多い．これに対

して，先進導坑では，同一位置での計測結果が本坑を切り拡げる前に得られ，直接利用できるという点

で，活用しやすいといえる． 
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図－6 FEM 解析結果 

表－2 FEM 解析に用いた地山物性値 
凝灰角礫岩 泥  岩 

地山物性 単位 
健全部 劣化部 健全部 劣化部 

弾性係数E kgf/cm2 50,000 2,500 1,400 1,000 
ポアソン比  0.35 0.40 0.40 0.45 

単位体積重量 kgf/cm3 2,400 2,200 2,200 2,000 
粘着力 kgf/cm2 50 5 5 1.5 

内部摩擦角 ﾟ 20 20 22 20 
 


