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１．はじめに

　断面積10㎡未満の小断面トンネルは、水路トンネルを
中心として高度経済成長期に数多く建設され、今日でも
経済活動を支える重要な社会インフラである。
　しかし、それらの多くは建設後40～ 50年が経過し、
老朽化しつつあるため、適切な維持・補修対策が必要と
される。ところが、小断面トンネルは次のような施工上
の問題点があるため、これまで効率的な補修工法が確立
されていない。
①トンネル断面幅が極めて小さく、一般的な建設機械
を搬入できないため、作業のほとんどを人力に頼る。
このため、施工可能な補修工法も限定される。
②補修工事のため通水を停止しなければならず、作業
期間が限定される。
③補修工事に供する動力源や設備が無いため、限られ
た時間の中でこれらの敷設・撤去作業を行わなけれ
ばならない。
④換気条件が著しく劣るため、内燃機関や有機溶剤が
使用できない。

　筆者らは、上記のような条件下においても、トンネル
の損傷・劣化状況に応じて（表−１）に示すような各種
調査・補修工法を組み合わせ、安全・効率的に小断面ト
ンネルの安定性を恒久的に確保することのできる“小断
面トンネルリニューアルシステム工法”を開発した。あ
わせて、小断面トンネルのライフサイクル・マネジメン
トの提案に取り組んでいる。
　ここでは、特に最近注目されている超長距離可塑性材
料充填工法（MOLE-Grout）と極小断面内ロックボルト
補強工法（MOLE-Bolting）についてそれぞれの概要と
施工例を紹介する。

２．既設トンネルの変状と対策

　一般に、トンネルに発生する変状は、外力による変状
（構造ひび割れ）と、覆工劣化に伴う変状（初期欠陥の
成長・材料劣化）の二つに大きく分類される。（図− 1）1）

に示すように、外力による変状の発生形態はさまざまで
あるが、その代表的な対策工は覆工背面空隙の充填とロ
ックボルトによる補修が主となる。

点検・調査法、補修工法 概　要

点検・調査

MOLE-
Stethoscope
覆工非破壊診断

「表面二点法による強度測定法」によりコンクリート強度を精度よく、かつ容易
に測定することのできる非破壊強度測定器。聴強器は、すでに多くのコンクリ
ート構造物の強度診断に利用され、トンネルの覆工強度測定にも多くの実績が
ある。

MOLE-MLader
覆工背面空洞調査

２種類の周波数の超音波を用いて、覆工背面空洞を精密に調査することが可能。
施工法が不確定な極小トンネルや、複雑な地質条件のトンネル覆工背面調査に
適する。

補
修

構造
ひび割れ

MOLE-Bolting
ボルト補修工法

極小断面トンネル内からトンネル内径以上の長さのロックボルトを打設するこ
とを可能にした工法。構造ひび割れ発生後の緊急対策に適する。

MOLE-Grout
覆工背面充填工法

新しく開発した高流動･難分離性の充填材と特製ポンプ・配管により、大量圧送・
充填を可能にした覆工背面空洞充填工法。
特製ポンプ・配管により３kmまでの長距離圧送充填が可能なため、坑外からの
充填作業が可能。

覆工
劣化

SPR工法

老朽化したトンネル覆工の内側に、硬質塩化ビニル製のプロファイルによる管
路を形成し、その隙間に裏込め材を注入する補強工法。
どんな形状の断面でも非開削で水を流しながら施工でき、また工期・工事費と
も開削工法と比べ大幅に削減できる。

MOLE-Aramid
Sheet/Mesh
アラミド繊維補修

高強度で施工性の高い２方向アラミドシート･メッシュと、有機溶剤を用いない
施工法の開発により、トンネル断面積３ｍ2未満の極小トンネルにおいても安全
で信頼性の高い補修を可能にした繊維シート貼付工法。

（表−１）小断面トンネルリニューアルシステム工法における調査・補修工法

37

会員コーナー
【新技術】



　覆工背面空隙の充填は、トンネル覆工背面に存在する
空隙を適切な材料で充填することで地山荷重を均等に伝
達し、局所的に過大な外力が作用することなく、覆工全
体が構造体としての機能を発揮することを目的として実
施される。
　一方、ロックボルト補修は覆工と地山をロックボルト
により一体化することで、覆工に固定支承を形成し、作
用モーメントのアームを短くする
ことで部材応力の軽減を図ることを目的とする。したが
って、トンネル掘削時に地山安定化を目的として打設さ
れるロックボルトとは、期待される役割が異なることに
注意が必要である。

３．MOLE-Grout工法（覆工背面空隙の充填）

（１） MOLE-Grout工法の概要

　小断面トンネルでは、その空間的な制約条件や、運搬
のための内燃機関の使用に関する制約条件から、充填工
に供する混練機やポンプを坑内に搬入することが困難で
ある。したがって、その充填方式は坑外からの材料圧送
方式によらざるを得ない。
　しかし、小断面トンネルの多くは、長大であり、５
kmを超えるトンネルも存在する。このため、両坑口を
利用してトンネル全線の充填施工が可能となる３km程
度の長距離圧送充填工法の開発が求められている。
　ところが、圧送距離の増大に伴って、配管内の充填材
料に作用する圧送圧力や配管抵抗が急増するため、充填
材料の分離が問題となり、充填材料の各種性能劣化や未
固結が生じ易くなる。
　MOLE-Grout工法は、新しく開発した２液タイプの高
流動・難分離性の可塑性充填材（MOLE Grout Material：
以下MGM）と特製ポンプ・配管により、３kmまでの長
距離・大量圧送を可能にした覆工背面空洞充填工法であ
る。
　MGMは、高速道路株式会社各社が定める『矢板工法
トンネルの背面空洞注入工　設計・施工指針　H17年10

月』で規定された規格値を全て満足し、さらに以下のよ
うな充填材に適する性質を持つ。

性能項目 覆工背面充填材の要求性能 MGMの基本性能

充填性
（流動性）

覆工コンクリートクラックからの漏出や地山への逸走が少なく，充填性に優れ
ていること。

静止フロー値（JHS 313）
100±20mm

圧縮強度 充填材により作用土圧を均等に伝達する必要があり，1.5N/mm2以上の圧縮強度
が求められる。

圧縮強度
1.5N/mm2以上

比重 充填箇所に湧水のあることが考えられるため，比重が1.0以上である必要がある。
また，既設覆工コンクリートへの影響を考慮して軽量であることが求められる。 比重　1.34±0.1

非漏出性 注入材がトンネル内に漏出するおそれがあるため，覆工コンクリートからの漏
出や地山への逸走が少ないこと。 「矢板工法トンネルの背面空洞

注入工　設計・施工指針　H17
年10月」に示される試験性能
をいずれも満足する。

水中分離
抵抗性

充填箇所に湧水があることが考えられるため，水に希釈されにくいことが求め
られる。

非収縮性 覆工と背面の地山を密着させる必要があるため，ブリージングが少なく，注入
後の体積変化が少ないこと。

耐環境性 地下水と接触した場合に，耐環境性が求められる。 無機材料とする。

（表−３）覆工背面充填材の要求基準とMGMの性能比較

(a)外力によるトンネル変状の種類

(a)外力によるトンネル変状に対する対策工

MOLE-Grout 構成材 成　分

A材

固化材 普通ポルトランドセメント

MG-AⅠ 可塑促進剤

混練り水 水道水

B材

MG-BⅠ 可塑化材

MG-BⅡ 粘度調整材

混練り水 水道水

（表−２）MOLE-Grout の構成材料表

（図−１）　外力によるトンネル変上とその対策工1）
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①２液混合後、瞬時にゲル化するため、水中分離抵抗
性が高く、湧水下でも分離せず確実に固化する。
②可塑性であるため、岩盤の割れ目やコンクリートの
ひび割れからのリークがある程度で収束する。
③充填直前に、２液混合することで、材料分離や品質
低下を生じず３km程度まで長距離を圧送すること
が可能となる。

　一般に、湧水発生箇所のトンネル覆工背面には大規模
な空洞が形成されやすいため、上記の①は特に重要とな
る。また、上記②と同じ機構で、背面空洞以外の岩盤割
れ目などに必要以上に充填材が逸走することを防止する
効果も期待できる。
　（表−２）にMGMの構成材料を、（表−３）にトンネ
ル覆工背面空洞充填工に関する各種基準から抽出した充
填材料の要求性能とMGMとの性能比較を示す。また、（写

真−１～４）にはMGMの品質確認試験状況をそれぞれ
示す。

（２） MOLE-Grout工法の充填システムと充填方法

　（図−２）に、MOLE-Grout工法の充填システム概念図
を、（表−４）にシステムを構成する機器の仕様をそれ
ぞれ示す。（表−２）に示すように、MGMは二材で構成
されるから、A材、B材を個別に混練り後、計量しつつ
注入箇所近傍まで圧送し、Y字管で二材を混合後、リミ

（写真−１）フロー試験状況
（D=105mm）

（写真−２）
水中分離抵抗試験状況

（写真−３）非漏出性試験状況

（写真−４）充填性確認試験状況

機械名 数量 Remarks

ミキサー ２ 縦型2 連式、攪拌容量200ℓ、
200V / 3.7kW

注入ポンプ ２ スネークポンプ、200V / 3.7kW

流量計A ２ 100V A/B材用

流量計B １ 100V 混合材用

リミキシングポンプ １ 200V / 3.7kW

リミキサー １ 200V / 2.2kW

（表−４）MOLE-Grout 工法のシステム構成機器

（図−２）MOLE-Grout 工法の充填システム

（写真−５）ミキサー、およびポンプ設置状況

(a)合流部Y字管

(b)充填制御部
（写真−６）充填箇所近傍の充填機器設置状況

39

■会員コーナー【新技術】



キシングをかけてから注入する。（写真−５）にミキサー、
およびポンプの設置状況を示し、また（写真−６）に坑
内の合流部Y字管、および充填制御部を示す。
　（写真−６）（b）の事例では、坑内に原動機を搬入し
たため、２tonトラックの荷台にリミキシングポンプ、
リミキサー、流量計、充填制御等を積載した。しかし、
極小断面トンネルでは、別途坑内配線により電源供給し、
これらの機器は手押し車等で搬入・運搬すればよい。
　充填作業手順を（図−３）に示す。図に示すように、 
MOLE-Grout工法では限られた期間内に充填作業を終了
するために注入口設置工と配管工を並行して実施する。
　（写真−７）に充填作業状況を示す。各注入孔の充填
管理は、①注入圧、②注入量、③隣接注入孔からのリー
クの３項目により実施する。このとき、規定注入量は事
前調査、あるいは注入口削孔時の空洞幅測定結果から決
定し、注入圧は覆工へ過大な負荷を与えないため0.2MPa

を標準の規定注入圧に設定している。
　配管は内部を特殊コーティングした専用の電縫管（３
B,L=６m）を３系統配管する。このうち２系統はMGM

のA/B材供給に供し、他の１系統（C系統と呼ぶ）は充
填作業終了時に配管内の残材処理に供する。すなわち、
注入管先端部にある弁（写真−７）を切り替えることに
より、充填材はC系統配管内へと流入し、残材はポンプ
設置箇所まで運ばれる。これは、残材処理の効率化を図
ったものであり、残材の坑内運搬は不要となる。

（３）本工法の優位性

　従来、トンネルの背面空洞充填材は主に道路トンネル
を前提としており、移動式プラントによってトンネル内
にて工事を行っていた。しかし、農業用水路に代表され
る小断面トンネルにおいては、空間的な制約条件や、工
期、周辺環境への安全性の面から、道路トンネルとは条
件が大きく異なる場合も多い。
　小断面トンネルにおける本工法の優位性として以下の
ような特徴が挙げられる。

１）安全性

　MGMは安定した材料であり、地下水へ対する希釈分
散が無いため周辺環境への影響が小さい。また、A材に
使用される固化材は、普通セメントの代わりに高炉セメ
ントB種を用いても同等の性能を有することを確認して
おり、水溶性六価クロムの土壌への残留等が懸念される
場合には、高炉セメントB種を使用して含有量を低減さ
せることも可能である。
　また、C系統のリターン管を用いることによって配管
清掃が容易にでき、現場を汚すことなく汚水処理設備に
導くことによって、工事中も水路トンネル内を清潔に保
つことができる。

２）作業性

　他の充填工法と比べて時間当たりの打設量が大きく
（２～ 24㎥）、短期間に大量の圧送充填が可能である。
これにより、特に農業用水路においても非灌漑期の限ら
れた期間内に、数kmに及ぶ水路トンネル全線の背面空
洞充填工が可能である。

３）適用性

　水路を中心とする小断面トンネルでは、坑口近傍に混
練プラント等を設置するヤードを確保できないことも多
く、坑口までの配管経路に急勾配を介する可能性が高い。
このとき、上り勾配ではポンプの圧送能力が、また下り
勾配では充填材の閉塞が問題となる。
　本工法は、特製ポンプ・配管を使用し、さらに管内流
速を常に一定（0.4m/s）以上確保することによって、セ
メント材の管内沈降を防止し、急勾配配管においても充
填材の品質を常に一定に保つとともに、閉塞の可能性を
極力減らしている。
　（写真−８）は、大正時代に建設された発電所水路ト

（図−３）MOLE-Grout 工法作業手順

（写真−７）充填作業状況

リターン用分岐

40︱ARIC情報№96 ー2010



ンネルにおいて、下り急勾配配管を介して充填作業を行
った 例である。水路から約25m上部にミキサーやポン
プ等の混練りプラントを設置し、約30°の下り勾配を含
む総配管距離約600mで充填作業を行ったが、閉塞等の
不具合は一切生じず、通常どおりの作業効率で充填作業
を実施することができた。

４．�MOLE-Bolting工法（ロックボルトによる
補修）

（１）MOLE-Bolting工法の概要

　外力に起因する覆工の構造ひび割れがすでに発生した
トンネルにおいては、まず当該ひび割れ発生箇所をロッ
クボルトにより補強した後、覆工背面の空洞部を充填す
ることが最も効果的な対策である。
　ところが、極小断面トンネルは非常に狭く、坑内から
必要な長さのロックボルトを打設することのできる削孔
機械が開発されていない。このため、極小断面トンネル
においては、覆工に構造ひび割れが発生したとしてもひ
び割れ充填やシート被覆等の対症療法的な対策しか行わ
れず、トンネル構造体としての力の釣り合いを確保する
ことのできる根本的な対策が施されてこなかった。
　筆者らは、狭小坑内からトンネル幅以上のロックボル
トを打設することのできる削岩システムと打設工法を開
発し、短期間での効率的な補修を可能とした。その特徴
は次のとおりである。
①削孔およびロックボルト打設に継ぎのみ方式を採用
し、トンネル幅より長いロックボルトが打設可能

（図−４、写真−９）。
②強度150kN/m㎡程度の硬岩まで削孔が可能。
③発生粉じんはすべてサイクロンとバキュームにより
吸引し、狭小な作業空間の環境を維持できる。

④小型・軽量で分割が可能なため狭い坑内での運搬・
組立てが容易。
⑤自穿孔ボルトの採用により、孔荒れの激しい地山で
も施工が可能。

（２）MOLE-Bolting工法の設計

　ロックボルトによる小断面トンネル補修の設計手法は
今日でも確立されていない。このため、筆者らは山口大
学・建設工学研究所等と共同してロックボルトによる覆
工補修設計法を提案している2）。
　以下に、覆工に水平ひび割れが発生した幅1.50m、高
さ1.78m、延長1,150mの工業用水トンネルにおいて、筆
者らが実施したMOLE-Bolting工法によるロックボルト
補修の設計例を示す。

１）設計手順

　覆工の構造ひび割れは、（写真− 10）に示すように最
大ひび割れ幅３mmで水平に延びる明らかな構造ひび割
れであり、下流に向かい右側スプリングライン下部
20cmの位置に発生している。また、そのひび割れ延長
は約50mである。
　設計の手順を（図−５）に示す。すなわち、ひび割れ
発生位置に最大引張応力を発生させる単位作用荷重の組

（写真−８）下り急勾配における配管設置状況

（図−４）削孔時および打設時の継ぎのみ作業概念図

（写真−９）継ぎのみ作業状況

41

■会員コーナー【新技術】



み合わせを見つけ、この単位作用荷重により発生する最
大引張応力度が覆工の引張強度と等しくなるように実際
の作用荷重を推定する。
　次に、その作用荷重を用いて現状の覆工応力状態を検
証し、補強が必要であるならば、ロックボルトの打設パ
ターンを定め、その打設パターンで覆工が十分に安全な
応力状態に移行することを確認し、これを設計ロックボ
ルトパターンとする。

２）作用外力の推定

　覆工側壁に水平ひび割れを発生させた外力の分布とそ

の大きさを推定するために、まず（図−６）のように対
象トンネルの覆工構造をフレーム要素でモデル化し、単
位荷重の組み合わせを変化させて作用させ、対象トンネ
ルのひび割れ発生箇所に最大曲げモーメントを発生させ
る組み合わせを求める計算を実施した。計算に用いた諸
元を（表−５）に示す。なお、単位荷重は鉛直土圧を
10N/mm2に固定し、水平土圧だけを変化させる方法とし
た。
　その結果、当該位置に最大曲げモーメントが発生する
荷重の組み合わせは、鉛直10N/mm2-水平10N/mm2の場
合であった。この時のモーメント分布を（図−７）（a）

に示す。また、（図−７）（b）に示されるように、覆工に
作用する軸力は全断面で一様であり、最大曲げモーメン
ト発生箇所で最大引張ひび割れが発生することがわか
る。これらの計算結果より、このモデルにおいて発生す
る最大縁応力度は、約42N/mm2となった。
　設計基準強度より引張強度と圧縮強度の関係3）を用い
て推定した覆工コンクリートの引張強度が1.8 N/mm2で

作用荷重の同定
鉛直－水平土圧比の決定

OKNo

Yes

作用土圧の推定

ボルト補強パターン設計と検証

ボルトパターン試設計

安定性検証

現状の安定性評価

START

END

（写真− 10）点検で確認された構造ひび割れ

（図−５）ロックボルト補修設計のフロー

(a) 一般部覆工コンクリート断面

(b)フレーム計算モデルと単位荷重の作用

（図−６）対象トンネル断面と同定計算に用いたモデル

断面積 A  m2 0.25m2

断面二次モーメント Iy  m4 0.0013m4

断面二次モーメント Iz  m4 0.0210m4

弾性係数 E  kN/m2 2.1×107kN/m2

ポアソン比 0.3

（表−５）計算に用いた諸元
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あることから、覆工に作用する土圧は、モデルに用いた
単位荷重10N/mm2に、発生した最大縁応力度と実際の覆
工の引張強度の比を乗じて0.32 N/mm2と推定した。

３）覆工安定性の検討

　２）で推定された覆工作用荷重を用いて現状の覆工安
定性の検討を行う。いま、ひび割れ箇所を塑性ヒンジで
置き換えると現状の覆工コンクリート構造を（図−８）

のようにモデル化できる。このモデルに、２）で推定し
た外力を作用させた場合の覆工最大曲げモーメントと軸
力の分布を（図−９）に示す。
　（図−９）に示すように、右側壁部にひび割れ発生後
も覆工には左側壁部の同じ高さ付近に内側引張の大きな
曲げモーメントが作用する。この位置に作用する最大縁
応力度は約1.4 N/mm2となり、覆工コンクリートの推定
引張強度1.8 N/mm2よりも小さい値ではあるものの、ほ
とんど余裕がないため何らかの対策工が必要であると判
断した。なお、補修のため坑内観察を再度実施したとこ
ろ、右側壁部にもひび割れが予測された箇所に発達して
いた。

４）ロックボルト補修パターンの設計

　上記の検討結果から、左側壁のひび割れ位置より
10cm下部とスプリングラインより10cm上部にロックボ
ルトを打設し、また、ひび割れの発生していない右側壁
においても同じ位置にロックボルトを打設することとし

(a) 曲げモーメント分布

(b) 軸力分布

（図−７）　 ひび割れ位置に最大曲げモーメントを発
生する断面力分布

（図−８）現状の覆工構造のフレームモデル

(a) 曲げモーメント分布

(b) 軸力分布

（図−９）現状の推定断面力分布

(a) 曲げモーメント分布

(b) 軸力分布

（図− 10）打設後の推定断面力分布
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た。
　（図−６）（b）に示すモデルにおいてロックボルトの
打設位置を新しい固定支承として、ロックボルト打設後
の曲げモーメントと軸力の分布を（図− 10）に示す。
同図を（図−９）と比較すると、現状覆工部材力に比べ
曲げモーメントおよび軸力とも大きく減少し、同一荷重
においても覆工構造が変化することで発生部材応力が大
きく軽減することがわかる。このモデルにおいて発生す
る最大縁応力度は、約0.7N/mm2となった。したがって、
覆工コンクリートに作用する最大縁応力度はコンクリー
ト引張破壊強度の半分以下まで低下することが期待さ
れ、ロックボルトの補修効果は大きいものと判断するこ
とができる。

５）ロックボルト打設範囲とロックボルト長

　トンネル軸方向の打設間隔は確実な固定支承を形成す
ることを目的として１mとした。一方、ロックボルト長
は、覆工に固定支承を形成し得る長さがあれば良い。こ
こでは、覆工自重をロックボルト定着材と地山間の極限
摩擦抵抗で支持することのできる定着長を設計長と考
え、ロックボルト打設長は全て１mとした。
　なお、ロックボルトの定着を確実に行うため湧水対応
の早強セメントカプセルを用い、ロックボルト母材、ベ
アリングプレート、ナット・ワッシャー等は耐腐食性を
考慮し亜鉛メッキ仕様とした。

（３）極小トンネル内削孔システムの開発

　これまで極小断面トンネルではロックボルトによる補
修がほとんど行われていない。これは、前述のように極
小断面トンネル、特に水路トンネルに既往の削孔システ
ムを適用することが難しいこと、および施工面で種々の
制約が課されるためである。
　筆者らは、極小トンネルにおいてロックボルト補修を
可能とすることを目的に、新しい削孔システムを開発し
た。以下に、その開発概念とシステムの概要を示す。

１）極小断面トンネル内削孔システムの仕様

　削孔はニューマティックドリルを用いるものとした。
ニューマティックドリルは油圧ドリルに比べ打撃圧が劣
るものの、ドリル本体の寸法が640mmと小さく、極小
坑内での操作性に優れるためである。また、ニューマテ
ィックドリルの場合、空気配管の敷設・撤去のみでよい
という利点もある。なお、油圧ドリルの場合、最小でも
ドリル本体寸法は１mを超える。
　一方、ニューマティックドリルの打撃圧が油圧ドリル
に比べ小さいことから、空圧作動のドリフターを採用し、
空圧によりドリルをフィードするものとした。これによ
り、人力削孔に比べ安定して大きなフィード圧を与える
ことが可能となり、硬岩の削孔も可能となるものと考え

た。
 　また、無水削孔の問題点として、削孔屑が粉塵とな
る問題が挙げられる。坑道換気しか行えない極小断面ト
ンネルでは、粉塵を作業環境内に浮遊させると塵肺等の
深刻な粉塵災害を招きかねない。このため、発生する粉
塵を削孔口元からサイクロンとバキュームによりすべて
吸引し、所要の容器内へ貯蔵する方式を考えた。

２）実物大模擬トンネルにおける施工性確認試験

　以上のような、削孔作業諸元を狭小空間内で実現すべ
く設計・製作した削孔システムが（写真− 11）に示す
システムである。当該システムが要求性能を満たすこと
を検証することを目的に、（写真− 12）のような実物大
トンネル模型を製作し、その一部に設計一軸圧縮強度σ
c=150MPaの削孔用ブロック（2,000×1,200×1,500）を設
け、削孔試験を実施した。その結果、設計諸元たる要求
性能をすべて満たし、かつφ32mm、L=1,000 mmのボア
ホールを12分程度で削孔できることを確認した。

（４）極小断面トンネル内ロックボルト補修の実際

　以上のような補修工設計と極小断面トンネル内削孔シ
ステムの開発を経て、平成19年に対象トンネルの補修を
実施した。
　対象トンネルは工業用水トンネルであったため断水可

（写真− 12）施工性確認のための模擬トンネル

（写真− 11）削孔システムの構成

操作台 削岩機 バキューム装置

吸引パッド サイクロン装置

ガイドセル 昇降台車
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能期間が短く、施工に許容される日数は６日間に限定さ
れた。この間に、（図− 11）に示すロックボルト補修パ
ターンで45m区間（軸方向ロックボルト打設間隔１m）
を補修する必要があり、限られた期間内に所期の補修を
実現するため上記の実物大模擬トンネルにおいて施工シ
ミュレーションを繰り返した。その結果、ある程度の余
裕を持って全てのロックボルト打設するためには最低38

時間を要するものと見込まれた。このため、ロックボル
ト補修に４日間を割り当て、坑内足場組み立てと坑内配
管・配線のために１日、その撤去に１日を割り当てた。
なお、各日の作業時間は午前8:00から午後7:00とし、近
隣環境保全のため夜間作業は行わないものとした。
　以上のように、施工性確認試験に基づいた事前のシミ
ュレーションを経たうえで実施工を実施し、余裕がほと
んどない工程であったにもかかわらず、特に問題なく必
要数を期間内に施工することができた。（写真− 13）に
補修終了後の坑内状況を示す。

５．おわりに

　本報告では“小断面トンネル リニューアルシステム
工法”のうち、超長距離可塑性材料充填工法（MOLE-

Grout）と極小断面内ロックボルト補強工法（MOLE-

Bolting）を中心にその概要を紹介した。
　ここで、紹介した技術はあくまで小断面水路トンネル
補修の一部をなすものであり、実際の補修にあたっては、
これらに急速配管敷設・撤去技術や坑内無線連絡網構築
技術等の周辺技術が必要となる。当社では、その技術整
備も並行して推進している。
　また、小断面トンネルは重要な社会インフラであると
の認識から、その維持・補修を総合エンジニアリングと
して把らえ、BCP（事業継続計画）を見据えたライフサ
イクルマネージメントを提案している。
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（図− 11）ロックボルト補修パターン

（写真− 13）ロックボルトで補修された坑内
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