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～地域に貢献する土木の知恵の再認識～

飛騨トンネルが地域連携の風穴を開ける ～難工事を克服した技術者の決意と挑戦～
川北眞嗣氏 （中日本高速道路株式会社）
東海北陸自動車道の
最難関 ・ 飛騨トンネル
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写真 -1 直径約13ｍのTBM（tunnel boring
machines）（写真 ： NEXCO 中日本）
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飛騨トンネルの工事現場の雰囲気はどうでしたか？
トンネルはとにかく貫通が最大かつ唯一のテーマです。何と
しても貫通させる、という意地と信念がモチベーションを支
えました。籾糠山という強敵相手の難工事だったからか、工
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事関係者全員が強い団結力で目標を共有できた現場で

川北さんが異動に伴い現場を離れて 1 年半後に本坑が貫
通、 そしてさらに 1 年後ついにトンネル区間が開通し、 この日
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それでは技術者の皆さんにメッセージを

をもって東海北陸自動車道は全線開通となりました。現場で
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こでは紹介しきれないほど数々の筆舌に尽くしがたい困難に
直面した飛騨トンネル工事でしたが、 工事期間中誰一人とし
て犠牲者を出しませんでした。これも施工安全性の高い TBM
の大きな成果といえます。
飛騨トンネルによって、 地域間移動が活発化したのみならず、
地元住民の生活圏や通学先選択肢の拡大、 観光客の増加
など、 東海 ・ 北陸地域のさらなる地域連携促進効果も生ま
れています。こういった話こそトンネル技術者冥利に尽きる、 と
川北さんは言います。「下宿せずに通えるようになったという地
元高校生の声を聞くと、 工事をやりきって本当に良かったと思
うね」と目を細めます。
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写真 -4 避難坑貫通時の工事区メンバー
（前列左端が川北氏）（写真 ： 川北氏）

ることで成長できたと思う」と力を込める川北さんの言葉が
印象に残ります。川北さんは現在、15本のトンネルを有する舞
鶴若狭自動車道の建設に携わる敦賀工事事務所長。「今回
こそは開通時にここに居てもいいかな」と語る笑顔のなかに、
日本の道路トンネル施工技術を支える自信と誇りを垣間見
た気がします。
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