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１．はじめに

湯上トンネルは、北陸道 滑川IC～

魚津IC間に位置し、総延長３０５m、内空

断面９．８５m×５．５m×２の２連ボックス

カルバートトンネルである（図１）。

建設当初、切土区間として計画されて

いたが、施工途中で大規模な地すべりが

発生し、急きょ土留め杭に切り梁を用い

た開削トンネル工法を採用した経緯があ

る。

湯上トンネルは、開通後２０年以上が経

過しており、トンネル側面のコンクリー

トには、中性化や塩害などによる劣化・

損傷が発生していた。対策工前の劣化・

損傷の程度は、すでに一部のコンクリー

ト片がはく離し、既設鉄筋が露出して断

面欠損を起こしている状態であった（写

真１）。

そこで、中日本高速道路（株）（旧日本

道路公団）では、平成１５年度より走行追

越４側面の剥落対策に着手し、１５・１６年

度で走行車線２面を完了した。３年目の

本工事では、上り追越側面のコンクリー

ト補修と今後の再発

防止対策を行った。

以下に工事内容を報

告する。

２．工事概要

本工事では、損傷

部分を鉄筋背面位置

まではつり取り、防

錆材入りポリマーセ

メントモルタル

（PCM）で鉄筋廻り

を覆った後、コンク

リートで断面修復す

る補修方法を採用した。補修範囲は、事

前に行われた塩分量調査の結果、全面に

わたり多量の塩分が認められたため、損

傷部分に限らず、まだ損傷が顕在化して

いない部分も含め側壁のほぼ全面とし

た。

はつり作業とPCM吹付け作業では、

昼夜連続１車線規制（８月下旬から９月

末まで）を実施し、鉄筋、型枠、コンク

リート作業では、昼間１車線規制を実施

し施工した。

主な数量は以下のとおりである（図

２）。

�コンクリートはつり：１，１４０m２（t＝
７２．５mm）

�PCM吹付け：９５５m２（t＝１０mm）
�鉄筋（エポキシ鉄筋）：９．５t
�コンクリート（高流動コンクリー
ト）：１３３m３（１２５mm厚）

�表面仕上げ（シラン・シロキサン系浸
透性吸水防止材塗布）：１，１４０m２

３．劣化部（既設コンクリート）のはつり

３―１ 人力はつりとウォータージェッ

ト（WJ）はつりの使い分け

はつり作業は、人力はつり（ブレー

カー：２０～３０kg級）で、鉄筋上面１０mm

ボックスカルバートトンネルにおけるはく落対策
ゆ の う え

―北陸道 湯上トンネル―

（株）富士技建東京支店工務部主任 浅井 義弘

●図１――位置図 ●図２――施工図

●写真１――劣化状況
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の位置（t＝３７．５mm）まではつり、そ

の後、鉄筋背面位置までWJはつり（ｔ

＝３５mm）を行った。本工事では、最終

はつり深さを主鉄筋背面位置までとした

が、鉄筋裏についてもPCMが回りこめ

るよう周囲１０mm程度は撤去した。

３―２ WJはつり

WJはつりには、大きく分類して、「超

高圧・小水量工法」と「高圧・大水量工

法」の２種類がある。現状では、２種類

の使い分けはまだ明確に定めらされてい

ない。そのため、前年度の工事では、２

種類の機械を同じ条件下で使用し、各々

の違いを確認した。その結果から、高速

道路上でかつ水源が近くに無い場所での

施工では、使用水量の少ない超高圧のほ

うが有利である。しかし、当現場では施

工速度や平坦性を重視し、「高圧・大水

量工法」を採用することとした（写真

２）。

当現場での選択が、どの現場でも適用

できるとは考えにくく、施工前には、設

計条件や施工条件などを考え、各現場に

適したものを採用する必要がある。

４．はつり作業の安全対策

４―１ 飛散養生

はつり作業時には、はつりガラが走行

車線へ飛散し、第三者災害を起こす可能

性がある。そのため、当現場では中央線

付近にカーテン（ラッセルネットとメッ

シュシートの二重構造、裾部にブルー

シートを併用）を設置した（写真３）。

飛散養生においてこのような二重の対策

を行ったことから、お客様に影響はな

かった。

４―２ WJはつり水の供給と汚水処理

WJはつりは、「高圧・大水量工法」を

採用したが、水の供給と汚水処理の方法

で問題が生じた。現場は、追越車線を規

制しているため給水槽・汚水処理槽を設

置する場所がなく、また、現場内へ直接

給水車・吸引車で運搬することは、車両

配置、運搬回数、規制帯内への出入りに

伴い一般車との接触事故の危険性がある

ことから、難いと判断した。そこで、現

場に隣接する有磯海SAを利用し、SA内

に給水槽・汚水処理槽を配置して、現場

機械と接続することで水の供給・回収を

する方法を採用した。

新潟側に給水槽（３０m３２台）と富山

側にPH処理槽（２０m３３台）と濁度処

理槽（３０m３２台）を配置した。これに

より当初懸念されていた問題を解決する

ことができた（図３）。

５．亜硝酸リチウム入りPCM吹付け工

法による残存塩分対策

本工事では、補修後、新たに侵入して

くる塩素イオンによる鉄筋の腐食を防ぐ

ため、鉄筋防錆材として亜硝酸リチウム

入りのPCMを採用した。亜硝酸イオン

には、塩化物イオンで破壊された鉄筋の

不動態皮膜を再生する効果があり、併せ

て隣接する既設コンクリート内部に移動

拡散する性質もあると報告されている。

事前に行われた塩分量調査では、一部

では鉄筋背面位置でも２kg／m３以上の塩

分が測定されており、発錆限界である

１．２kg／m３を大きく上回っていた。その

ため、鉄筋にマクロセル腐食（電位差に

よる鉄筋腐食）が発生する恐れがあり、

●図３――WJはつり時の機械配置図（有磯海SA下り線）

●写真２――WJはつり施工状況 ●写真３――はつり作業時の飛散防止対策
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PCM（湿式工法）に残存塩化物イオン

に対抗出来るだけの亜硝酸リチウム（原

液換算６kg／m３～１２kg／m３）を混入し、

厚さ１０mmではつり面および鉄筋周囲に

吹き付け、亜硝酸リチウムの拡散効果で

鉄筋腐食を予防する残存塩分対策を行っ

た。

６．高流動コンクリートによる断面復旧

現場は、日々の昼間一車線規制にてコ

ンクリート打設を行う工事であることか

ら、大型車両（アジテータトラック、車

両運搬車）の規制帯への進入退出方法、

限られた作業スペース・作業時間でのコ

ンクリート打設方法、など綿密な検討が

必要であった。また、コンクート打設時

のポンプ車については、規制帯内での反

転が不可能なため、小型生コンポンプ車

を使用し、現場までは車両運搬車での運

搬を余儀なくされた。

断面復旧のコンクリート厚は１２５mm

と薄く、その中には既設鉄筋と新たに設

置する補強鉄筋が存在する。従って、コ

ンクリートを充てんするために内部振動

機（バイブレーター）での締固めが困難

であり、材料として

高流動コンクリート

（自己充てんコンク

リート）を採用し

た。高流動コンク

リートは採用例が少

なく、配合によって

フレッシュコンク

リートの性質も大き

く異なることから、

施工前に試験体で自

己充てん性の確認を

行い、本施工時に

は、透明型枠を一部に使用して材料分離

や空隙がないことを直接確認しながら打

設した（写真４）。

７．表面仕上げ材による塩害再発防止

対策

補修後の塩分再進入による塩害再発防

止策として、コンクリート表面に表面仕

上げ材を塗布した。�塩分浸透を防げる

こと、�耐久性に優れていること、�耐

火性に優れていること、を満足すること

を条件に選定した。

当現場では、シラン・シロキサン系の

浸透性吸水防止材を塗布し、再発防止対

策を行った。

８．おわりに

今回施工したはく落対策が時間経過と

ともにその効果をどのように発揮してい

くか継続的に追跡調査していく必要があ

る。今後、同条件下での工事において、

さらに工法を改良し、施工コスト・維持

管理コストを削減していく必要があると

感じている。

●写真４――高流動コンクリートによる断面復旧作業現場

浅井 義弘
（株）富士技建
東京支店工務部主任
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