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第１章 序 論 

 

1.1 はじめに 

青函トンネルは，津軽海峡下で本州と北海道を結ぶ延長53.85km（海底区間23.3km）

の長大海底鉄道トンネルであり，1988年（昭和63年）3月の開業から25年以上にわた

り本州・北海道間の旅客貨物輸送の動脈としてその使命を果たしてきた．さらに，2016

年（平成28年）3月に開業した新青森から新函館北斗に至る北海道新幹線（北海道新

幹線は新青森・札幌間の約360km）の一部として使用されている．このような青函ト

ンネルの役割の高まりに応じ，維持管理の重要性も益々大きくなるため，その健全性

の再評価が求められている．しかしながら，青函トンネルのような長大海底トンネル

は維持管理のための諸条件が極めて特殊であるため，その長期的な健全性の評価方法

については確立されていないのが実態である． 

青函トンネルは海面下240mに建設された海底トンネルで，その建設にあたっては，

最大2.4MPaに及ぶ高水圧と無尽蔵の海水への対応が最大の課題であった．そのため，

掘削に先立ちトンネル周辺地山にトンネル半径の3～5倍程度の範囲に注入を施工し

て，透水性を低下させた注入域を設け，基本的には覆工コンクリートに直接高水圧が

作用しない構造となっている． 

山岳トンネルの健全性の評価については，目視と打音検査により覆工コンクリート

のクラックや漏水等の状況を把握し，変状の有無を確認するのが一般的である．例え

ば鉄道トンネルにおいては，1974年（昭和49年）に日本国有鉄道が「土木建造物の取

替標準（土木建造物取替の考え方）」1)を制定して以来，2000年（平成12年）には運

輸省が「トンネル保守管理マニュアル」2)を制定し，2007年（平成19年）には国土交

通省が「鉄道構造物維持管理標準」3)（以下「維持管理標準」という）を制定し，こ

れを受けて財団法人鉄道総合技術研究所から「鉄道構造物維持管理標準・同解説（構

造物編）トンネル」4)（以下「維持管理標準・同解説」という）が発刊された．維持

管理標準・同解説には検査区分や検査周期，健全性の評価や対応措置についても示さ

れている．一般に鉄道トンネルは，この維持管理標準・同解説に基づき維持管理が行

なわれている．しかしながら，青函トンネルでは，注入域の地山状態等も分析しなけ

れば，トンネルの健全性を評価することはできない． 

我が国の海底トンネルには，主なものとして関門海峡の3つのトンネルと東京湾横
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断道路（シールド工法）がある．このうち，青函トンネルよりも以前に開通した関門

海峡の3つのトンネル，すなわち1942年（昭和17年）開通のわが国初の海底トンネル

JR山陽本線関門トンネル（山岳工法，シールド工法），1958年（昭和33年）開通の

国道2号関門トンネル（山岳工法一部ルーフシールド併用），1975年（昭和50年）開

通の山陽新幹線新関門トンネル（山岳工法）は，海峡部の長さが750～1,140m程度，

海底部の水深が20m程度，最小土被りが7～24m程度5),6),7)であり，覆工コンクリート

へ作用する水圧の設計上の考え方，その延長や地質の多様性において，青函トンネル

とは大きく異なる．なお，1997年（平成9年）12月開通の東京湾横断道路については，

土水圧を一体としてセグメントで直接受ける設計がなされている8)． 

青函トンネルは，高水圧下での長大海底トンネルというその特殊性に鑑み，1988

年（昭和63年）の開業以来，長年にわたり様々な計測を行い，計測結果やその推移を

分析しトンネル構造物を監視してきた．これほど継続した種々の計測データが蓄積さ

れているトンネルは他に類を見ない．本研究は，これらの計測データについて，その

推移やデータ相互の関係等について分析・考察することにより，現状さらには将来に

わたる青函トンネルの健全性を評価する．さらにその評価方法の妥当性から，長大海

底トンネルの健全性の評価にも適用できることについても示すものである． 

 

1.2 本研究の目的と構成 

まず，青函トンネルにおいて開業以来長年継続されてきた各種計測について，計測

結果や推移を考察し，青函トンネルの現在の状態を概説する．次に，青函トンネルに

おいて長年にわたり測定されてきたトンネル湧水量について，開業以来減少傾向にあ

ることに着目し，周辺地山の透水性の変化がトンネルに及ぼす影響についてモデル化

を行い，覆工コンクリートに生じる応力状態の変化やトンネル周辺地山の間隙水圧分

布の変化を解析することにより，トンネルの健全性を評価する．さらに，トンネル計

測として最も一般的で，トンネル維持管理の評価要素としても広く活用され有効であ

る内空変位計測について着目し，長年の計測値の推移から将来の変位量を統計的手法

により推定するとともに，現在の変位と応力の関係から，将来の覆工コンクリートの

応力についても推定し，覆工コンクリートの健全性を評価する．また，覆工コンクリ

ートひずみの挙動に関して，周期的な挙動とトンネル内の温度変化や潮汐との関連性

を確認することにより，覆工コンクリートの周期的挙動のトンネル健全性への影響に
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ついても検討を行う． 

その上で，内空変位計測による青函トンネルの健全性評価方法と長大海底トンネル

への適用について示す． 

 

本論文の構成は，図-1.1 に示すように 7 章より成る． 

第 1 章は序論であり，研究の目的や本論文の構成を示す． 

第 2 章では，過去の文献を調査し，本研究に関連する研究や調査，報告等から得ら

れる知見をまとめる．一般的な鉄道・道路トンネルの維持管理の考え方，海底トンネ

ルの事例として関門トンネルなどの維持管理の現況について調査する．また，覆工コ

ンクリートの変形と応力について既往の研究を調査し知見を得る．青函トンネルにつ

いても既往の研究を調査し，注入材の長期耐久性評価による注入域の安定性評価

やこれまでの覆工コンクリートの健全度評価などについて知見を得る． 

第 3 章では，青函トンネルのトンネル構造と設計の考え方，施工について概説する

とともに，維持管理のための計測結果を示すとともに考察を加える．すなわち，内空

変位計測，湧水量，覆工コンクリートの応力，強度，注入域内外における湧水圧の推

移，注入域内における透水係数，水質分析等の計測結果を概説し，考察を加えること

で，青函トンネルの現在のトンネルの状態を確認する． 

第 4 章では，時間に依存したトンネル周辺地盤の透水性低下を考慮した解析により，

海底トンネルの健全性の評価を行う．具体的には，湧水量が減少する青函トンネルに

おいて，経年によるトンネル周辺地盤の透水性低下を，注入域の一部，注入域外側の

一部，注入域全体の 3 ケースでモデル化し，覆工コンクリートに生じる応力状態の変

化やトンネル周辺地盤の水圧分布の変化などについて数値解析を行うことにより，将

来にわたるトンネルの健全性評価を行う． 

第 5 章では，内空変位と覆工コンクリート応力の計測結果より，覆工コンクリート

の健全性の評価を行う．具体的には，内空変位の計測結果の推移から統計的手法によ

り将来の内空変位量を予測する．また，現状における内空変位と覆工コンクリート応

力との関係から，今後推定される内空変位の変位量に対する覆工コンクリート応力を

推定する．この応力の推定値を評価することで，将来にわたる覆工コンクリートの健

全性評価を行う． 

第 6 章では，覆工コンクリートに設置されたひずみ計の計測結果について，ひずみ
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の周期的挙動に影響を与える要因を分析することにより，周期的挙動のトンネル健全

性への影響について評価する．  

第 7 章では，結論として，各章のまとめ，結論をもとに総括的に考察し，内空変位

計測による青函トンネルの健全性評価方法と長大海底トンネルへの適用について示す． 
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図-1.1 本論文の構成 
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・一般的なトンネル，海底トンネルの維持管理の現況調査 

・覆工コンクリートの応力と変形に関する既往の研究 

・青函トンネルの注入域，健全性に関する既往の研究および知見 

第４章 

湧水量減少に伴う注

入域の力学的挙動によ

るトンネル健全性の評

価 

・湧水量が減少する注

入域･覆工コンクリー

トの力学的安定性の解

析 

第３章 青函トンネルの設計・施工と維持管理のための計測の概要 

・青函トンネルの設計の考え方・施工の概要，注入域の重要性 

・計測項目，計測結果の現況と考察 

第６章 

覆工ひずみの周期的挙動

のトンネル健全性への影

響評価 

 

・覆工ひずみの周期的挙

動と潮位・温度等との関

連性分析 

第７章 結 論 

第５章 

内空変位と覆工応力計

測によるトンネル健全

性の評価 

 

・内空変位と覆工応力

の現状分析と将来推定

による覆工の健全評価 
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第２章 海底トンネルの維持管理に関する既往の研究および知見 

 

2.1 トンネル維持管理の概要 

2.1.1 鉄道トンネルの維持管理 

青函トンネルを含む鉄道トンネルの維持管理は，「鉄道構造物等維持管理標準・同

解説（構造物編）トンネル」1)（「維持管理標準・同解説」）に基づき実施されている．

維持管理標準・同解説の適用範囲は工法や材料によらず，鉄道トンネルの覆工コンク

リート（インバートも含む）の全てとなっている． 

維持管理の全体の流れを図-2.1 に示す．維持管理標準・同解説では構造物に要求さ

れる性能を定め，検査対象となる構造物が所要の性能を有するか否か，確認すること

を基本としている．維持管理の考え方を図-2.2 に示す．調査によって得られた項目を

元に目視や打音検査による定性的な評価も含む各性能項目の照査を行い，各照査結果

を総合してその構造物の性能を確認して健全度を判定している．構造物の要求性能に

は，安全性，使用性，復旧性がある． 

 

図-2.1 維持管理の全体の流れ 1) 
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図-2.2 維持管理の考え方 1) 

 

2.1.2 道路トンネルの維持管理 

 道路トンネルの維持管理の手順は管理者によって異なるが，一般国道の場合，本体

工の維持管理は点検，診断，措置，記録の大きく 4 種類に分けて考えられる 2)．これ

らの手順は，予防的な保全による維持管理の実施を基本とし，道路管理者が定期的な

点検，診断を行うことにより，構造物の安全性および維持管理の効率性を確保できる

ように実施するためのメンテナンスサイクルに基づいている．一般には，点検対象ト

ンネルに関する資料収集，整理を行った後，トンネル条件等を考慮して作成した点検

作業計画に従って点検を実施する．点検はその目的に応じて日常，異常時，臨時，定

期がある．変状の状況によっては，点検時に必要に応じて応急措置を実施した後，応

急対策および調査の要否の判断と対策区分の判定を行い，その後，健全性の診断，措

置，記録を行う． 

高速道路も含めた道路トンネルの維持管理の手順をまとめた図を図-2.3 に示す． 
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図-2.3 維持管理の手順 3) 

 

2.2 海底トンネルの維持管理の現況 

 我が国の海底トンネルのうち，建設後長期間が経過している，関門トンネル（山陽

本線）と関門トンネル（国道 2 号）の維持管理の事例を調査した． 

 

2.2.1 関門トンネル（山陽本線）4),5) 

関門トンネル（山陽本線）は本州と九州を結ぶ最初のトンネルとして 1936 年（昭

和 11 年）に着手し，下り線トンネルが 1942 年（昭和 17 年）に，上り線トンネルが

1944 年（昭和 19 年）に開通した．海底に建設された世界最初の長大トンネルである．

海底区間のうち，下関側は馬蹄形断面，覆工コンクリート厚 50cm の山岳トンネルで，

補助工法として地山へのセメント注入および薬液注入が行われた．門司側は円形断面，

覆工コンクリート厚 50cm のシールドトンネルである．トンネル延長は下り線が

3,614m，上り線が 3,604m で，海底部延長は上下線とも 1,140m である．トンネルの

漏水は上下線それぞれの左右レール間にある中央排水溝を流れ，下関側，門司側から

下り勾配にしたがってトンネル最深部に集められる．そこから作業坑を流れ，立坑か

らポンプで地上に排水される． 

維持管理にあたっては，漏水中の海水成分が覆工コンクリートに与える影響を的確
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に捉えることが重要視されている．現在までに実施されている主な調査項目は以下の

とおりである． 

① 坑内調査：外観目視調査，変状調査，打音調査，トンネル断面測定 

② 環境調査：漏水量調査，水深調査 

③ 覆工コンクリート調査 

上記①は山岳工法により建設された一般の鉄道トンネルにおいても広く行われて

おり，頻度は 1～2 年に 1 回である．②と③は関門トンネル独自のものであり，②で

は漏水量（総漏水量と海水量）調査を年 3 回，また関門航路の深浅測量（海の深さ測

量）結果を用いたトンネルの土被り調査が年 1 回実施されている．③では概ね 10 年

ごとに覆工コンクリートのコアを採取し，各種試験が行われている． 

トンネル各箇所での漏水量とその海水量を図-2.4 に示す． 

 

図-2.4 トンネル各箇所での漏水量とその海水量 5) 
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海水量は下り線よりも上り線の方が少ないが，先に完成した下り線の結果を受けて

上り線ではさらに入念な漏水対策がとられたためと考えられている．陸地部の漏水量

は夏期より冬期の方が多いが，温度変化によりトンネル坑口近くの覆工コンクリート

目地が冬期に拡大したことによる可能性が指摘されている． 

漏水量の経年変化はトンネル開通直後の 1944 年（昭和 19 年）は 1,743m3/日，1952

年（昭和 27 年）には 2,274m3/日まで増加したが，1991 年（平成 3 年）には 800m3/

日，2007 年（平成 19 年）には 450m3/日程度まで減少している．地下水位以下のト

ンネルとしては漏水量がかなり少ないが，これは世界初のシールドによる海底トンネ

ルとして丁寧に施工されたことによると考えられている． 

海水からの塩化物イオン浸入による鉄筋腐食と，海水中に含まれる硫酸塩によるコ

ンクリートの化学的腐食の把握のため，概ね 10 年ごとに覆工コンクリートのコアを

採取して各種試験が行われている．図-2.5 に海底部普通工法区間における無筋覆工コ

ンクリートの塩化物イオン濃度の深さ方向分布を示す．アーチコンクリートはクラウ

ン部，側壁部ともに背面側（地山側）ほど濃度が高く，内面側（内空側）になるほど

低いことから，背面側から海水塩分が浸透していることが想定されている．それに対

してインバート部では背面側の濃度が低く内面側が高くなっており，中央排水溝を流

れる海水成分を含む漏水が浸透したものと考えられている．これまでの調査では覆工

コンクリートには顕著な変状は見られていない．コア採取によるコンクリートの圧縮

強度は以下のようになっており，強度低下は見られていない． 

・1981 年（昭和 56 年）：30.0N/mm2（n=16 本） 

・1991 年（平成 3 年）：38.1N/mm2（n=9 本） 

・2002 年（平成 14 年）：37.6N/mm2（n=8 本） 

このことから，覆工コンクリート自体の化学的腐食は現段階では問題はないものと

されている．今後とも定期的に調査を行い，監視を続けることが必要とされている． 
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図-2.5 無筋覆工コンクリートの塩化物イオン濃度の深さ方向分布 4) 

 

2.2.2 関門トンネル（国道 2 号）6)7) 

関門トンネル（国道 2 号線）は，延長 3,461m の道路トンネルである．うち海底部

分は 780m，陸上部は 2,681m，総幅員 7.5m である．車道は対面 2 車線，人道は海底

区間のみに設置されており，下関および門司の両立坑からそれぞれエレベータを使用

するようになっている．海底部の覆工コンクリートは円形断面で，巻厚は 80～100cm

である．1937 年（昭和 12 年）に調査が始まり，1939 年（昭和 14 年）5 月から本工

事に着手し，1958 年（昭和 33 年）3 月に開通した． 

1977（昭和 52）年度にトンネルの土木構造物を対象とした健全度調査を行った結

果，車道の床版についてトンネル漏水（海水）がひび割れから浸入して鉄筋が腐食し，

コンクリートの剥離が発生していることが分かり，海底部 780m のうち中央部 413m

の床版を全面的に打ち換えている．また，損傷の比較的軽い床版については，暫定的
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な床版補強対策として鋼板接着補強工を行っている．床版改良面積は全体の 15%に達

した．さらに，1989 年（平成元年）にも床版打換え工事が行われている． 

覆工については，部分的かつ断続的な漏水が発生しており，トンネル各部位の劣化

の誘因となっている．補修工事としては，漏水対策と通水路の確保，コンクリートの

剥離片の除去などで，大規模なものは行われていない． 

過去に行われた覆工コンクリートのコアによる圧縮強度試験結果を表-2.1 に示す．

コア採取位置が異なるために単純に比較はできないが，いずれも設計基準強度

21N/mm2 を上回っており，強度の低下はなく，健全であった． 

 

表-2.1 圧縮強度試験結果（N/mm2） 

調査位置 

 

調査年度 

上半アーチ部 側壁部 

陸上部 
海底部 

陸上部 
海底部 

下関側 門司側 下関側 門司側 

設計強度 21 21 27 21 21 27 

S52 年調査    48.4    

S60 年調査  27.4 44.6 45.2    

H10 年調査     51.4 47.6 48.6 

H15 年調査  45.1 58.2 45.1 35.6 23.0 50.5 

 

2003 年（平成 15 年）に調査された中性化深さの結果を表-2.2 に示す．中性化の進

行が認められるが，覆工コンクリートは無筋であるため，中性化による耐久性への影

響はないと考えられている． 

表-2.2 中性化深さ 

位置 

項目 

上部アーチ部 

陸上部（下関側） 海底部 

測定された中性化深さ 8.0mm（最大値） 5.0mm（最大値） 

中性化速度係数 1.073mm/ 年 1.074mm/ 年 
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2.2.3 東京湾横断道路トンネル 8), 9) 

東京湾横断道路は，神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ全長約 15.1km の自動

車専用道路であり，このうち川崎方 9.1km はシールドトンネルとなっている．海面か

らの深さは最深部で約 60m，トンネル外径は 13.9m，セグメント厚さは 65cm である．

1989 年（平成元年）5 月から本工事が始まり，1997 年（平成 9 年）12 月に全線開通

した．前例のない大水深，大断面，超軟弱粘性土層でのシールドトンネル工事であっ

た． 

海底トンネルであるため，セグメントの防水性や防食性の向上への検討がなされ，

セグメントに用いるコンクリートへの高炉スラグの添加，継手ボルトの防食処理方法

として亜鉛末クロム酸加成皮膜処理あるいはフッ素樹脂コーティングの採用等が行わ

れた．長期的な止水効果はセグメントの水膨張性シール材や，セグメントの内側に張

るシート防水材等によっている．図-2.6 に防水対策を示す． 

海底トンネルであり，海水への対策が非常に重要であった点は青函トンネルと同じ

であるが，シールドトンネルであり，覆工の外側に改良域を持たず，覆工に全水圧が

作用する点は青函トンネルと異なる．トンネルの長期的な安定性を論じる際にはセグ

メントやシール材等の耐久性が重要となる． 

 

図-2.6 東京湾横断道路の防水対策 9) 
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2.3 海外の海底トンネル事例 

 海外の海底トンネルのうち，英仏海峡トンネル（Channel Tunnel），ノルウェーの

海峡トンネルの事例について以下に記す．なお，トンネル管理者が，管理方法や記録

等の維持管理の現況について公表している事例は多くない． 

 

2.3.1 英仏海峡トンネル（Channel Tunnel）10),11),12) 

英仏海峡トンネル（Channel Tunnel）は，イギリスとフランスを結ぶ延長 50.5 km

の鉄道トンネルである．うち海底部は 37.9km，陸上部は 12.6km であり，水深 60m，

海底下の最小土被りは 40m となっている．掘削方式は TBM，覆工コンクリートは RC

セグメント，中央に小型のサービストンネル（内径 4.8m）を設けた単線並列方式（本

坑内径 7.6m）として，1986 年（昭和 61 年）に着工，1994 年（平成 6 年）に開業し

ている． 

英仏海峡では，1996 年（平成 8 年），2006 年（平成 18 年），2008 年（平成 20 年）

の 3 度，列車火災が発生しており，防災設備，リスクマネージメントに関する記録が

存在する．中でも 1996 年の火災では，セグメントが燃え砕け，鉄筋が露出する大き

な損傷が生じ，トンネル内面は鋼繊維で補強された吹付コンクリートによる補修が行

われた．また，トンネル内の塩分を含んだ空気による腐食により，開業後早々にレー

ル交換が行われている． 

 

2.3.2 ノルウェーの海峡トンネル 13),14) 

ノルウェーの西海岸はフィヨルドとなっており，入り組んだ海岸線と多数の島から

構成されている．海岸線に沿った交通ルートの短絡や，島と本土を繋ぐことを目的に，

道路をはじめ上下水道，ガスや石油のパイプラインといった基盤岩を掘削するトンネ

ルが 1970 年代から数多く建設されてきた．最長のトンネルは延長 7.9km の

Bomlafjord 道路トンネルである． 

維持管理の事例として，Vardo トンネル（延長 2.6 km，うち海底部 1.7 km）の海

底部において，施工から 6 年後に目視点検が行われ，以下のことが報告されている． 

・ロックボルトの腐食は確認されなかった． 

・吹付けコンクリートについては，貧配合のものは海水が浸透して劣化が進行してい

たが，富配合のものは劣化が見られなかった．吹付けコンクリート表面の品質が悪
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かったことが，劣化の原因と考えられる． 

・鋼繊維補強吹付けコンクリート中の鋼繊維は，塩化物イオン濃度が高いにもかかわ

らず錆びていなかった． 

・覆工コンクリートは同強度の吹付けコンクリートと比較して良好な状態であった．

表面から海水が染み出している区間では劣化が見られ，表面の塩化物イオンの含有

量は，一般に鉄錆の発生が懸念される量より多かった． 

・注入材は，トンネル周辺地盤の間隙水の pH が低いことにより，劣化することが考

えられるが，現在，湧水の量や化学成分の結果からは，注入材が健全な状態である

と推測される． 

 

2.4 覆工コンクリートの変形と応力についての既往の研究 

2.4.1 覆工コンクリートの力学的挙動 

朝倉ら 15)は覆工コンクリートの力学的健全度評価法の確立を目的として，模型実験

と解析による覆工コンクリートの力学挙動特性について検討を行い，以下の結論を示

した． 

(1) 覆工コンクリートは，鉛直圧に対して変形性，耐力に優れ，側圧に弱い． 

(2) 逆巻き覆工コンクリートは，迫め部の欠陥がなく側壁に十分な軸力が発生して

いれば問題はないが，軸力が発生しておらず側圧が作用した場合には重大な欠

陥となる．実トンネルにおいては打継ぎ目の迫め部の施工は不十分であること

が多く，打継ぎ目の不連続性による側壁の押出し等の影響および覆工コンクリ

ート耐力の低下は大きくなると考えられる． 

(3) 覆工コンクリート天端部の背面空洞は，初期ひび割れ発生までは覆工コンクリ

ートの剛性にあまり影響を与えないが，初期ひび割れ発生後に覆工コンクリー

トの剛性を大幅に低下させるような悪影響を与える．また，地盤剛性が大きい

ほど空洞の影響は大きい． 

 

2.4.2 覆工コンクリートの力学量を内空変位の計測値より評価する手法 

久武ら 16)は覆工コンクリートの力学量を内空変位の計測値より評価する手法の検

討を行った．はじめに，A 計測で示された変位を発生させる覆工コンクリート外力の

組み合わせから，覆工コンクリート外面に作用する外力の 2 乗和が最小，かつ外力に
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より覆工コンクリートに与えられるエネルギーが最小である解を理論的に見つけ出し，

覆工コンクリートの応力，ひずみ，変位，外力を比較的簡易な計算で推定する逆解析

手法を提案した．さらに，この手法を簡便にし，四則演算により覆工コンクリートの

力学量を算出する手法を提案して，模型実験等によって検証した 17)． 

その結果，鉄道の複線トンネルにおいて，ひび割れの発生する直前の最大変位は約

16～50mm 程度となることが分かった 18)．また，覆工コンクリート完成直後からその

測線ひずみを継続して測定することで，測線ひずみの急激な変化より覆工コンクリー

トにひび割れが発生した時期を推定できることが示された． 

 

2.5 青函トンネルの健全性に関する既往の研究 

青函トンネルは，トンネル外周に注入域を設け強大な水圧を直接覆工に作用させな

い設計となっている．トンネルの健全性を議論するにあたっては，覆工コンクリート

のみならず注入域にも着目しなければならない．そのため，青函トンネルで使用され

た注入材の耐久性や覆工コンクリートの健全性に関する既往の研究を調査した．併せ

て，吹付けコンクリートの耐久性に関する研究も調査した． 

 

2.5.1 注入の範囲と形状 

海底トンネルにおいては，注入域を設けない場合は，静水圧に相当する高い水圧が

覆工コンクリートに作用するため，巨大な支保工および覆工コンクリートを必要とす

る．したがって，注入により透水係数を減少させ，浸透水量を減じてトンネル内に導

き，覆工コンクリート背面の水圧上昇を防止する方法がとられる．注入域の大きさが

不十分であるとトンネル近くに高い水圧が作用し，力学的に不安定な地山状態にして

しまう．一方，注入はトンネル掘削に多大な時間的，経済的影響を与える．そのこと

より，地山の力学特性に適した注入域の規模で施工することが大切である． 

足立ら 19)は，注入域の適正規模の推定を厚肉円筒理論に基づき行った．青函トンネ

ルの本坑を想定し，注入域の透水係数の差異が地山の挙動ならびにトンネルへの流入

水量にいかに影響するかを解析した結果，以下の結論が出された． 

(1) 注入域がトンネル半径の 3 倍以上あれば，塑性域半径と半径変位には透水係数

の差異による影響はそれほど顕著に表れない． 

(2) 注入域が不十分なときは，注入域の透水係数が小さいほど地山の不安定性を増
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す．注入域の透水係数を減じ湧水量を減じようとする場合ほど，十分な注入域

半径を必要とする．すなわち，中途半端な薄い注入域は設けない場合より危険

であることを示している． 

(3) 力学的に望ましい注入域の形状はドーナツ状である．これは，図-2.7 に示すよ

うに同一の注入域外径 ρg2を有する場合でもその内部の水圧 u(r)の分布は異なり，

注入域内径 ρg1 とトンネル半径 a との関係が ρg1≠a であるときのほうが，u(r)

が小さくなるためである． 

湧水量が減少している現在の青函トンネルの周辺地山の状態を分析するにあたって

も，この研究は大きな示唆を与えている． 

 

図-2.7 注入域内径の違いによる水圧分布の差 19) 

 

2.5.2 注入域の耐久性 

青函トンネルの注入に使用されたセメント水ガラス注入材については，トンネル坑

内からのボーリングコアによる試験，種々の室内試験や青函トンネルにおける長期計

測の分析結果などから，次のような研究成果 20)が得られている． 

(1) 青函トンネルに適用されたセメント水ガラス注入材は，注入材の長期的な耐久性

の確保にも寄与している． 

(2) グラウトが海水接触部においてグラウト溶出成分で飽和された状態と岩盤内で

密封された状態を模擬した耐久性試験を実施した結果，グラウト硬化体の劣化は

進行しないことが判明した．また，注入されたグラウトの状況を再現した室内試

験を実施した結果，海水の接触面積が小さい条件においては崩壊しないことが判
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明した． 

(3) 青函トンネル坑内のボーリングコアからセメント水ガラス注入材を採取した結

果，施工から30年経過したグラウト硬化体は，岩盤の亀裂に脈状に密着した堅硬

な固結物であり，注入材の要求性能である圧縮強度4.0N/mm2以上を保持してい

ることを確認した． 

(4) 注入材を化学分析した結果では，グラウト骨格成分であるシリカ(SiO2)量は安定

していることが確認された．またX線回折結果から，生成物の中に劣化生成物の

存在は認められなかった． 

(5) 加圧脱水作用によりセメント水ガラス注入材のグラウト骨格成分が増量され性

能を大きく向上させているものと判断される． 

以上の結果から，青函トンネル海底部において施工されたセメント水ガラス注入材

は，施工から最長約 30 年間にわたって安定した性状を維持しているとしている． 

 

写真-2.1 施工から 30 年経過したグラウト硬化体 19) 

 

 

2.5.3 吹付けコンクリートの耐久性 

青函トンネルでは，吹付けコンクリートの劣化要因として考えられる中性化や膨張

性鉱物等の生成状況と吹付けコンクリートの圧縮強度との関係について検証するため，
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吹付けコンクリートの性状試験が 40 年以上の長期にわたり実施されてきた．吹付け

コンクリートの性状試験結果から青函トンネルにおける吹付けコンクリートの耐久性

について総合的に判断すると，劣化要因に関連する化学的性状試験を今後も継続する

必要性について指摘されているものの，青函トンネルで採用された吹付けコンクリー

トは現時点でも大きな強度の低下は確認されておらず，海底トンネルという厳しい特

殊環境下においても長期耐久性を保持していると考えられている． 

竜飛方作業坑にて採取した吹付けコンクリートコアをフェノールフタレイン溶液

により内空側からの中性化深さを確認したところ，中性化深さは 40～50mm 程度と確

認されている（写真-2.2）． 

 

写真-2.2 竜飛方作業坑の吹付けコンクリートコア 21) 

 

2.5.4 覆工コンクリートの長期挙動メカニズムおよび健全度評価手法の検討 

青函トンネルでは，坑内湧水量の減少，内空変位と覆工コンクリートひずみの増加

が観察されている．土谷ら 22)は，これらの現象に対する挙動メカニズムを想定した数

値解析を実施することで，覆工の健全度評価を試みている． 

坑内湧水量が減少する原因をトンネル周辺の透水係数の低下と考え，注入域の透水

係数が低下する場合（CASE1）および覆工コンクリート背面の導水機能が低下して覆

工コンクリート背面の透水係数が低下する場合（CASE2）を想定している．トンネル

周辺の水圧分布の変化により，トンネルへの作用荷重が増加し，覆工への作用荷重が

増加することで内空変位が増加するとしている． 

具体的には，透水係数をパラメータとして，注入域の透水係数が低下した場合（透
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水係数の変化パターンにより CASE1-1～3），覆工コンクリート背面の透水係数が低下

した場合（透水係数の変化パターンにより CASE2-1～4）を仮定し，トンネル内の湧

水量と周辺の水圧の関係について浸透流解析を行っている． 

さらに，図-2.8 に示すように坑内湧水量の減少に伴う水圧増加分が覆工コンクリー

トに荷重として作用するものとして，浸透流解析により得られた動水勾配の差から透

水力の分布を求め，注入域内の各節点に作用させることで荷重を設定し，トンネルの

変形および断面力を求めている．これらの解析結果において，坑内湧水量や上半内空

変位の解析結果と実測値がおおむね合致することが確認された． 

 

図-2.8 作用荷重の考え方の模式図 22) 

 

その上で，ひび割れ発生時の断面力曲線 23)と各ケースの断面力を比較することで健

全度評価の目安を提案している．その結果を図-2.9 に示す．注入域の透水係数が低下

する場合，透水係数の低下（CASE1-1～3）に伴う断面力の増加は小さく，覆工コン

クリートの健全性は確保される．一方，覆工コンクリート背面の導水機能の低下によ

り透水係数が低下する場合，透水係数の低下（CASE2-1～4）に伴う断面力の増加が

大きく，ひび割れ等の変状が生じる可能性があるとしている．解析の結果から断面力

は小さく，解析時点では覆工コンクリートは健全な状態にあると結論づけられている．

さらに，覆工コンクリートにひび割れが発生する状態に対する安全率をひび割れ安全

指標という指標で定量化する方法が提案されている． 

位置 

静水圧 

水圧 

地山 注入域 覆工 

   ：覆工施工時の水圧(Ⅰ) 
   ：坑内湧水量が減少した時の水圧(Ⅱ) 

内空 

増加水圧⇒ 
作用荷重：透水力＝(iⅡ－iⅠ)×γw 

iⅠ，iⅡ：Ⅰ，Ⅱにおける動水勾配 
γw：水の単位体積重量 

iⅠ 

iⅡ 
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※図中の  はひび割れ発生時の断面力曲線を示す．左図の枠で囲んだ範囲を拡大したものを右図に示す． 

図-2.9 各ケースの断面力 22)に加筆修正 

 

2.5.5 潮汐による挙動 

青函トンネルは潮汐の影響を受けていることが明らかとなっている．本坑の覆工コ

ンクリート表面においてトンネル円周方向のひずみが計測された．ひずみの変化と満

潮および干潮時の潮位を図-2.10 に示す．ひずみのピーク時は満潮および干潮時と合

致しており，ひずみの変化と潮位が相関していることが示された．また，満月，下弦，

新月および上弦において各々のひずみの波動変動のピーク時と合致しているが，この

潮汐によるひずみの変動は小さいとしている． 

 
図-2.10 ひずみの変化と満潮および干潮時の潮位 24) 
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2.6 まとめ 

海底トンネルの維持管理に関する文献，特にトンネルの健全性に関する知見を示す

文献は，海外も含めて十分ではないが，2.2.1 で述べたように特殊な環境であること

を考慮して，陸上のトンネルより維持管理上の検査項目を広く設定している． 

初の海底トンネルである関門トンネルでは，覆工コンクリートの強度，塩化物イオ

ン濃度分布ならびに中性化深さについて調査されており，コンクリートの強度につい

ては施工後長期間が経過しても設計基準強度を上回っており健全であること，塩化物

イオンの浸透や中性化については進行していたが，現段階では問題ないと考えられる

とされている．今後とも定期的に調査を行い，監視を続けていくことが必要であると

されている． 

青函トンネルの注入に使用されたセメント水ガラス注入材については，トンネル坑

内からのボーリングによるコア試験，種々の室内試験や青函トンネルにおける長期計

測の分析結果などから，施工から最長約 30 年間にわたって安定した性状を維持して

いるとしている．また，吹付けコンクリートについても，施工後長期間が経過しても

良好な状態が保たれており，材料的な劣化は見られないことが判明している． 

一方，湧水量が減少する環境下において，ひび割れ発生時の断面力曲線を用いた覆

工の発生断面力による健全度評価を行う研究がなされ，透水係数の低下が注入域で生

じる場合には発生する断面力は小さいが，覆工背面で生じる場合には断面力の増加が

大きくひび割れが発生する可能性があるとしている．また，覆工のひずみについては

周期的に変動しており，潮汐との関連が示されているが，定量的な解析は行われてい

ない．ひずみは覆工コンクリートの応力状態を考察するにあたって重要な因子であり，

分析することで維持管理に役立つ新たな知見が得られうるものと考えられる． 
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3.1 青函トンネルの設計・施工の概要 

3.1.1 青函トンネルの構造 

 青函トンネルは全長 53.85km，海底部の延長 23.3km，最大水深 140m，海底部の

最小土被り 100m のトンネルである．1988 年（昭和 63 年）3 月，在来線旅客列車と

貨物列車の通る津軽海峡線として開業し，2016 年（平成 28 年）3 月，北海道新幹線

と在来貨物線が共用するトンネルとして新たなスタートを切った．青函トンネルは本

坑，先進導坑，作業坑の 3 本のトンネルで構成されている（図-3.1）． 

青函トンネル縦断面図 

本坑，先進導坑，作業坑 坑道位置関係断面図 

図-3.1 青函トンネル縦断･横断面図 1）を加筆修正 
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先進導坑は，建設時には海底部の地質調査や施工法のパイロット役を果たし，トン

ネル完成後は坑内湧水の排水・換気のための坑道として使用されている．作業坑は，

本坑と 30m の離れに位置し，本坑の作業用の坑道として使用されている．斜坑，先進

導坑，作業坑の内径はともに約 2.3m 程度，本坑の内径は約 4.8m となっている． 

 青函トンネルは，1964 年（昭和 39）年に北海道方の吉岡基地から，1966 年（昭和

41 年）には本州方の竜飛基地からそれぞれ斜坑の掘削が開始され，斜坑底到達後，両

側から先進導坑の掘削が開始された．さらに，1972 年（昭和 47 年）には北海道方，

本州方ともに本坑工事が開始された．本坑工事に先立ち，本州方，北海道方でそれぞ

れ斜坑中間地点から作業坑の掘削が開始されている．1983 年（昭和 58 年）に先進導

坑が，1985 年（昭和 60 年）には本坑が貫通し，1988 年（昭和 63 年）に津軽海峡線

として開業した． 

 青函トンネルの施工手順は，本州方の竜飛基地，北海道方の吉岡基地からそれぞれ

1.2～1.3km，勾配 1/4 の斜坑を掘削し，斜坑底から海底中央部に向けて先進導坑が掘

削された．先進導坑はトンネル完成後，トンネルの最深部である海底中央部に集めら

れた海底部の湧水を自然流下で斜坑底まで排水できるよう，斜坑底から海底中央部に

向かい 3‰の上り勾配となっている．一方，作業坑は，斜坑中間部の本坑と同じ深さ

の地点を起点として分岐し，本坑と 30m 離れた位置を，海底中央部に向かって本坑と

同じ下り勾配で掘削された．本坑・作業坑の勾配は，海底中央部が 3‰，その他は 12‰

である．小断面の作業坑は本坑に先行して掘削し，約 1km ごとに本坑に向け分岐す

る連絡横坑を設けることで，本坑を掘削する切羽を複数（常時 3 箇所程度）にして施

工性の向上を図った．なお，海底中央部の約 5.3km 区間は，先進導坑と作業坑が合流

し 1 本のトンネルとなっている．また，竜飛，吉岡の両基地には立坑も設けられ作業

坑につながっている．掘削の資材搬入は，作業坑と本坑は立坑から，先進導坑は斜坑

から行い，掘削ズリの搬出は，先進導坑は先進導坑を経由して，作業坑，本坑はとも

に作業坑を経由して，いずれも斜坑からベルトコンベアで坑外に搬出した． 

 

3.1.2 青函トンネルの地質 

青函トンネルの地質縦断面図を図-3.2 に示す．海底部の地質は，新第三紀の堆積岩 

で，下層から福山層，訓縫層，八雲層，黒松内層となっている．海底中央部は黒松内

層と呼ばれる軟質の砂質泥岩が主体であり，層厚 25m に及ぶ固結度が極めて低い砂層
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が挟在した．八雲層は硬質頁岩類が主体である．中央部を除く海底部は本州方，北海

道方ともに訓縫層と呼ばれる凝灰岩が主体で，安山岩や玄武岩などの火山岩が複雑に

貫入しており，特に本州方では貫入が顕著である．また，破砕帯を伴った断層が多く

存在し湧水量も多かった．以下に，掘削時に地質が特徴的であった区間を示す．なお，

位置を示すキロ程は青函トンネル本州方入口を起点としている（以下，特に断らない

限り青函トンネル本州方入口からのキロ程で青函トンネル内の位置を示す．）． 

（16k800m 付近）出水断層部：粘土化を強く受けた固結度が低い脆弱な凝灰角礫岩と

凝灰岩である．軟弱で切羽の自立が困難であった．掘削工法をそれまでの底設導坑先

進工法から側壁導坑先進上部半断面工法，いわゆるサイロット工法に変更している．

掘削時にストラットの変状や押し出しがあり，縫い返しを余儀なくされた． 

（21k700m 付近）火砕岩脈部：凝灰岩に玄武岩質の火砕岩脈が貫入し大小の断層が存

在する複雑な地質である．掘削時に上半支保工の座屈，側壁コンクリートの押し出し

等の変状が見られた． 

（25k800m 付近）砂層区間：海峡中央部に位置する固結度の非常に低い厚さ 25m に

及ぶ砂層が数百 m にわたり出現した．注入による止水性が悪く湧水を減少させるため

に膨大な注入量を要した． 

（30k000m 付近）不整合部：工事着手前の地質調査で大規模な不整合（F1 断層）が

想定された．粗粒凝灰岩を主体とする訓縫層と砂質泥岩を主体とする黒松内層が接す

る不整合部．比較的安定した地山であった． 

（31k700m 付近）56 出水断層部：火山礫凝灰岩の破砕帯からなり，作業坑で毎分 80m3

に及ぶ青函トンネル最大の出水事故が発生した．大出水が 1976 年 5 月 6 日発生した

ため 56 出水断層と呼ばれている． 

（33k000m 付近）F10 断層部：モンモリロナイトを多く含む膨張性地山で，入念な注

入が行われた．大きな地圧に抵抗するため，周壁導坑先進円形ショートベンチ工法を

採用し，支保工には高強度鋼管支保工を使用した．およそ 500m 区間の掘削に 4 年以

上を要し，青函トンネル最大の難工事区間であった． 
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図-3.2 青函トンネル海底部地質縦断図 1） 

 

3.1.3 注入の設計 

海底トンネルでは，施工時や供用開始後の維持管理において水圧への対策が最大の

課題である．青函トンネルは最深部で海水面下 240m に位置しており，2.4MPa の強

大な水圧が作用することとなる．また，湧水は自然排水できないため，揚水費を低減

させるため湧水量を少なくする必要がある．そのため，注入により周辺地山の透水係

数を減少させ，浸透水量を減じた上で坑内に導水し，2.4MPa に及ぶ強大な水圧を，

直接覆工コンクリートに作用させないようにしている．図-3.3 に青函トンネルにおけ

る注入域の概念図を示す． 



第３章 青函トンネルの設計・施工と維持管理のための計測の概要 

30 
 

図-3.3 青函トンネルの注入域の概念図 1)を加筆修正 

 

適切な注入範囲については，土木学会の青函トンネル土圧研究委員会等において検

討がなされた．その中で，トンネル，注入域を円形として注入域を弾性域と仮定する

と，安定条件として次式が成り立つ． 

 

（3.1） 

 

式（3.1）で，注入域外圧力 Pｗ＝3MPa（水圧 2.5MPa＋土圧 0.5MPa），粘着力 C

＝0.3MPa，内部摩擦角φ＝30°として，トンネル半径と注入域の半径との比（R/r）

と支保圧力 Pｒ関係をグラフ化したものが図-3.4 である．図-3.4 から，トンネル半径

と注入域の半径との比（R/r）大きくなれば支保圧力 Pｒが次第に小さくなるものの，

注入域は（R/r）を 3 程度以上に大きくしても効果はあまり向上せず，R/r は 3 程度の

ところに実用的な値があると報告されている 2)．この成果をもとに青函トンネルでは，

注入域に緩みゾーンを包含し標準的な注入範囲をトンネル掘削半径の 3 倍程度，断層

破砕帯等における注入範囲をトンネル掘削半径の 4～6 程度とされた． 
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図-3.4 注入範囲とトンネルの支保圧力の関係(青函トンネルの例)3)を加筆 

 

注入材料は，当初はセメントミルクであったが，材料の開発が進められ，最終的に

は主成分である Na2O と SiO2 の化学当量比であるモル比 2.2 の水ガラスと高炉コロイ

ドセメントを用いたセメント水ガラス注入とした．この注入は固結時間が長く調整で

き，強度も高く耐海水性にも優れるものである 4)． 

図-3.5 は，サイロット工法の本坑における一般的な注入範囲を示している．左右の

側壁導坑からトンネル全体を傘状に覆うように注入孔を配置している．注入長は 70m

程度として，手前の注入範囲に不足が生じないように通常はステージを 3 つに分割し

ている．また，傘状の注入範囲のうち最も内側においてトンネル掘削半径の 3 倍程度

を確保できるよう注入孔を配置している．注入完了後，50m 程度掘削し，掘削完了後

再度同様の注入を行い，これを繰り返す．上半断面からは注入は行わず掘削のみ行う

ため，導坑の注入・掘削の進捗に合わせて上半掘削を開始している．注入長の 20m 間

は重複することになるが，これをカバーロックと称し，注入範囲としてトンネル半径

の 3 倍を下回ることがないようにしたものである．なお，不良地山においてはその範

囲を 4～6 倍程度まで拡大し，注入長も短くしている．注入孔の配置は，1 孔による注

入範囲を最大 3ｍ程度として，注入孔は先端部分（注入長となる位置）での孔間隔が

3ｍ以下となるように円形に配置した．なお，先進導坑と作業坑においても本坑同様

に，掘削に先立ち切羽から前方にトンネル掘削半径の 3～6 倍程度の注入を実施した． 
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図-3.5 青函トンネル注入概念図 1） 

 

3.1.4 青函トンネルの施工法 

青函トンネルの掘削工法は，先進導坑，作業坑は基本的に発破工法による全断面掘

削であるが，海底中央部を除き，いわゆる NATM ではなく矢板工法である．吹付け

コンクリートは掘削着手初期の時代から使用してきたが，鋼製支保工間を松矢板や鉄

矢板で地山を押さえた上で施工しており，地山に直接密着して吹付けた箇所と矢板の

上から吹付けた箇所が混在している．本坑の海底中央部については矢板を使用せず，

掘削後鋼製支保工を建て込み，その直後に吹付けコンクリートを施工している．初期

は底設導坑先進上部半断面工法（覆工コンクリートは逆巻）を基本としていたが，施

工が進むにつれ，地山不良箇所への対応と注入孔数の増加に対応しやすく，覆工コン

クリートも順巻で打設できるサイロット工法が標準工法となった．強い膨張性を示し

た F10 断層部においては，円形ショートベンチ工法や周壁導坑先進円形ショートベン

チ工法（円形サイロット工法）も使用している． 

本坑の設計断面は内径 4.8m の新幹線の標準断面と同様の断面形状であり，当時の

山岳トンネル不良地山での厚さと同じ 70cm を標準として，巻厚 70cm～100cm の覆

工コンクリートが施工されている．また，全区間でインバートコンクリートが施工さ

れている．なお，覆工コンクリートにはフライアッシュセメントが使用されており，

耐海水性の高いことが試験により明らかとなっている 4)．なお，先進導坑と作業坑は

吹付けコンクリートによる一次覆工（開業前に鋼製支保工を完全に覆うような増吹付

けが行われている）のみである． 

 

第1ステージ 35m
第2ステージ 50m

第3ステージ 70m

15m

15m

本坑有効注入範囲

注入実施範囲

カバーロック 掘削長 50m
20m

次回
注入
切羽

今回
注入
切羽

第1ステージ 35m
第2ステージ 50m

第3ステージ 70m

15m

15m

本坑有効注入範囲

注入実施範囲

カバーロック 掘削長 50m
20m

次回
注入
切羽

今回
注入
切羽



第３章 青函トンネルの設計・施工と維持管理のための計測の概要 

33 
 

3.2 計測項目 

3.2.1 計測項目の概要 

 青函トンネルの維持管理は，列車の運行に直接関わる軌道や架線等の設備および陸

上部のトンネル構造物については，列車を運行する鉄道事業者の北海道旅客鉄道株式

会社が行い，海底部のトンネル構造物については，その特殊性から青函トンネルを建

設し保有する独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団，以

下「鉄道・運輸機構」という）が行ってきた．鉄道･運輸機構は 1988 年（昭和 63 年）

の開業以来，覆工コンクリートや湧水の状況を計測監視しトンネル構造物の状況を把

握，管理している． 

 山岳トンネルの維持管理は通常，1974 年（昭和 49 年）に日本国有鉄道が策定した

「土木建造物取替の考え方」（いわゆる取替標準）5)に基づいて維持管理が行なわれて

きた．2000 年（平成 11 年）に発生した山陽新幹線福岡トンネルでのコンクリート片

剥落事故を受け，運輸省が「トンネル保守管理マニュアル」6)を制定した．さらに，

2007 年（平成 19 年）に国土交通省が「鉄道構造物等維持管理標準」7)を制定し．財

団法人鉄道総合技術研究所から「鉄道構造物維持管理標準・同解説（構造物編）トン

ネル」8)が発刊された．この標準では，構造物に要求される性能を定めて，対象の構

造物が要求性能を満足するかどうかを確認することを基本としている．性能の各項目

の照査結果を総合的に判断し，健全度の判定を行うこととしている． 

青函トンネルは，通常の維持管理はもちろんのこと，海底トンネル特有の管理が求

められる．青函トンネルは前述のとおり注入域で強大な水圧を保持し，覆工コンクリ

ートには大きな水圧が直接作用しないよう設計がなされている．そのため，通常のト

ンネルのように覆工コンクリートの健全性のみならず，注入によって止水された注入

域の健全性を確認する必要がある．トンネルの健全性を評価するために計測項目が検

討・整理され，継続的に実施されている．具体的には次のような計測が行われている． 

・トンネル内空変位計測（本坑，作業坑，先進導坑） 

・トンネル区間別の湧水量測定 

・湧水水質分析 

・注入域内の湧水圧計測 

・透水係数試験 

・覆工コンクリート強度試験（本坑） 
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・吹付けコンクリート強度試験（作業坑，先進導坑） 

・覆工コンクリート材料中性化試験（本坑，作業坑，先進導坑） 

・覆工コンクリート応力計測（本坑） 

・注入材の注入材の強度・材料成分分析 

さらに，地震時の監視対策として，坑内地震計，覆工ひずみ計が設置され，運行管

理を行うシステムの一環として計測が行われている． 

長大海底トンネルの維持管理のための計測については，図-3.6 のようなフローによ

り，各計測結果の変化・推移を地質状況や施工時状況とも照合しながらこれまで評価

されてきた．なお，内空変位計測や湧水量測定，湧水水質分析などは定期的または自

動計測により継続的に，その他の計測については必要に応じ適宜実施されてきた． 

図-3.6 これまで実施されてきた青函トンネルの維持管理フロー図 7） 

 

3.2.2 内空変位計測 

 内空変位計測は，本坑海底部 80 断面で計測している．計測断面は図-3.7 に示す①

～④の 4 つの測点間の 6 測線で，開業直前の 1988 年（昭和 63 年）以降，1～4 回／

年の頻度で継続して計測している． 

計測方法は三次元計測システムと呼ばれる測量機器を活用した計測システムで，線

路の軌道回路短絡を防止するために開発された．中央通路から測点を視準することに

START 

現地調査  自動計測  

内空変位量計測  坑内観察，物性試験  
・覆工コンクリート性状試験  
・吹付けコンクリート性状試験  
・注入材性状試験  

湧水量測定  

覆工コンクリートの評価  注入域の評価  

トンネル健全性の評価  

・湧水水質分析  
・湧水圧測定  

・本坑  
・先進導坑，作業坑  

吹付けコンクリートの評価  
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より計測できる方法であり，測量機器の発達に伴い 2 度計測方法を変更している．ま

ず，1988 年（昭和 63 年）3 月の計測開始から 1994 年 3 月までは，2 台のトランシッ

トとノートパソコンを組み合わせ，光学的手法による三次元計測システムにより計測

した．具体的には，中央通路に 2 台のトランシットを 7～8m の離れで設置して相互

に視準し，仮想座標の基準方向を定めて，側壁に置いた長さ 3m の精密基準尺を視準

することにより 2 台のトランシットの仮想座標上の位置を決定する．その上で，測点

を視準して測点の座標を算出することにより測点間の距離を算出する．トランシット

を設置する固定点を設けず致心誤差を排除する計測方法である．その後，より作業効

率が高い計測システムを求められ，また，光波測距儀の測定精度の向上に伴い，1995

年 4 月から，測点に反射鏡ターゲットを設置し光波測距儀を有するトータルステーシ

ョン 1 台で計測するシステムに変更している．その後もトータルステーションの更新

を行っている．なお，変更直前の 1 年間は欠測している． 

図-3.7 本坑内空変位計測の測線 

 

3.2.3 湧水量測定 

 本坑の北海道方海底部，陸上部の湧水，ならびに竜飛先進導坑以外の本州方海底部

の湧水（本坑，先進導坑，作業坑の湧水）は海底中央部に集約され吉岡先進導坑を流

下して斜坑底から揚水されている．また，本州方陸上部の湧水は作業坑を経由して竜

飛斜坑中間部から，竜飛先進導坑の湧水は竜飛斜坑底から揚水されている（図-3.8 参

照）．トンネル内排水路の主要箇所に流量測定装置を設置して区間ごとの湧水量を自動

計測により継続して実施している． 
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図-3.8 青函トンネルの排水系統図 1) 

 

3.2.4 覆工ひずみ計測（地震監視システム） 

青函トンネルの地震監視の一環として，本坑海底部の 4 箇所と両坑口，両斜坑口に

地震計が配置され，地震計を設置した海底部 4 箇所の各 3 断面で，地震時の覆工の異

常を早期に捉えることを主目的として覆工ひずみ計を設置し（図-3.9 参照），連続的

に記録している．計測は円周方向とトンネル軸方向に，各断面の脚部，スプリングラ

イン（以下，SL と表記する．）部，肩部，天端で行っている．（詳細は第 6 章） 

図-3.9 地震監視システム計器配置図 1）を加筆修正 

 

3.2.5 その他の計測 

1）覆工コンクリート性状試験（応力，強度，中性化） 

 2005 年度から 2010 年度にかけて，内空変位量が大きい 2 断面（No.63，No.71 断

面）の天端，肩部，SL 上部，脚部，インバート端部，インバート中央部の 6 か所に

奥津軽いまべつ駅 木古内駅

北海道側共用区間
L=14km720m

北海道側陸地部
L=17km000m

海底部

L=23km300m
本州側陸地部

L=13km550m

本州側共用区間

L=19km210m
青函トンネル L=53km850m

竜飛 吉岡

[1]
[2] [3]

[4]

：ひずみ計設置位置
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ついて，オーバーコアリングによる応力解放法（孔底ひずみ法）による覆工コンクリ

ート応力の測定を行った． 

応力解放法により採取したコアについては，圧縮強度試験が実施されており，併せ

て，中性化試験も実施されている． 

 

2）湧水圧計測 

施工が難航した箇所を中心に作業坑の図-3.10 に示す 4 断面において湧水圧計測を

行っている．計測は 1995 年 3 月に作業坑 25k800m 付近で開始し，以後，順次作業坑

の 3 か所において計測を開始し，いずれも自動計測にて計測を継続している．計測開

始が 1995 年であったため，大きく湧水量が増加した 1993 年 7 月の北海道南西沖地震

の前後の湧水圧の変動は測定できていない． 

図-3.10 湧水圧の計測位置 9）加筆修正 

 

3）透水性試験 

 注入域における地山の透水性の変化を調査するため，作業坑 28k600m の湧水圧測

定用のボーリング孔を用いて，2010 年に注水試験により透水係数を求めている．注入

域の地山の透水係数については，建設時に海底部の地質ごとの代表的箇所において，

注入前と注入後の透水係数を求めている． 

 

 
 
 
 
①水圧測定 
作業坑 16k800ｍ 

②湧水圧測定 

④湧水圧測定 

 
 
 
 
②水圧測定 
作業坑 24k300m 

 
 
 
 
④水圧測定 
作業坑 30k000ｍ 

 
 
 
③水圧測定 
作業坑 25k800m



第３章 青函トンネルの設計・施工と維持管理のための計測の概要 

38 
 

4）注入材劣化分析 

 セメント水ガラス注入の材料の劣化を検討するために，2007 年度に注入域の地盤内

からボーリングによりコア採取を行い，コアに含まれるセメント水ガラス注入材の組

成変化や劣化生成物の有無を調査した．作業坑 30k000m 付近の 3 箇所から，深さ 5.4

～13.4m の位置で試料を採取した．試験項目は，セメント水ガラス注入材の外観観察，

化学組成分析，劣化生成物の分析の 3 項目である．コアの中の注入材と思われる部位

を採取し劣化生成物をＸ線回折により分析した．また，蛍光Ｘ線分析により成分組成

の分析を行った． 

 

5）坑内湧水水質分析 

湧水については，湧水量とともに水質分析を行っている．測定は本坑，作業坑，先

進導坑の壁面 28 箇所からの湧水で毎年行っている．現地観測にて水温，pH，電気伝

導度を測定し，室内試験にてイオン分析を行っている．イオン分析は海水との比較が

しやすいように，Na+，K+，Ca2+，Mg2+，Cl-，SO42-などのイオンを分析している． 

 

3.3 計測結果の概要 

3.3.1 内空変位計測 

 内空変位計測は，比較的変位の大きい水平方向の SL 上部②-③測線，脚部①-④測線

（図 3-7 参照）に着目すると，各測点ごとの計測結果は図-3.11 のとおりである． SL

上部②-③測線，脚部①-④測線の測定開始以来の総変位量の度数分布は図-3.12 に示す．

図-3.11，図-3.12 に示すようにほとんどの断面で 0～3mm，平均 1mm 程度の変位量

となっている．3mm を超えるものは 4 断面で，最大は No.71 断面：4.6mm，No.63

断面：3.9mm となっている．①-④測線は比較的拡大する断面が多く，②-③測線は縮

小する断面が多い． 

また，各測点における SL 上部②-③測線，脚部①-④測線の変位を図-3.13 に示すよ

うに 4 つのパターンに分類した．その結果，SL 上部，脚部ともに内空側に変位する A

パターンが 39 断面，SL 上部は内空側に脚部は地山側に変位する C パターンが 30 断

面ある．C パターンの脚部の地山側への変位量は小さい．この 2 つの変形モードでほ

とんどの割合を占めている．また，C パターンの変形モードを示す箇所が，No.63～

No.71 断面の前後の区間に集中しており，この区間の地山は固結度が極めて低い砂層
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を含む軟質な砂質泥岩が主体で，一部粗粒凝灰岩となっている．一方で，B，D パタ

ーンに分類された断面は，少なくとも 1 測線の計測値が 1mm 以下で，総じて変位量

が小さく変形モードも変化して A または C パターンに分類される時期もある．これは，

測定誤差もあり 0 付近で＋側，－側をわずかに変動しているものと推定している．ま

た，計測断面 No.63 と No.71 の内空変位のこれまでの経時変化を図-3.14，図-3.15

に示す．  

なお，変位に対する詳細な分析・考察については第 5 章で述べる． 

 

図-3.11 計測断面別の内空変位量（観測開始から 2009.2 までの値） 
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図-3.12 各測線の内空変位量の頻度分布（2009 年 2 月計測）10) 

 

 
図-3.13 内空変位の変形パターンと発生箇所数（2009 年 2 月計測）10) 
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図-3.14 No.63 断面の内空変位経時変化 

 図-3.15 No.71 断面の内空変位経時変化 

  

3.3.2 湧水量測定 

開業後の湧水量の推移は図-3.16 のとおりである．2014 年時点の湧水量は，本州方

陸上部 10.4m3／分，北海道方陸上部 0.9m3／分，海底部（竜飛先進導坑）2.3m3／分，

海底部（竜飛先進導坑除く）5.3m3／分，陸上部合計 11.3m3／分，海底部合計 7.6m3

／分，総合計 18.9m3／分となっており，開業直後の 1988 年（昭和 63 年）4 月の陸

上部合計 15.0m3／分，海底部合計 11.0m3／分，総合計 26.0m3／分から 25%以上減少

している． 
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このうち陸上部は降雨の影響も受けるため季節変動などを繰り返しながら徐々に

減少してきた．一方，海底部はあまり大きな変動はなく徐々に減少してきた．ここ 10

年程度は合計 19m3／分程度で，陸上部は変動があるものの 11m3／分程度，海底部は

7.5m3／分程度で湧水量の減少は落ち着いてきている．  

海底トンネルにおいて湧水量が減少することは坑外に排出する揚水量が減ること

であり，維持管理コストの面からは好ましいことであるが，トンネルおよびその周辺

地山に対して作用する水圧の状態が変化していることが考えられる．そこで，第 4 章

において，周辺地山の透水性の変化をモデル化して想定し，覆工コンクリートに生じ

る応力状態の変化やトンネル周辺の水圧分布の変化について解析を行い，その結果を

もとに健全性の評価を行う． 

 

図-3.16 青函トンネル開業後の湧水量の推移 

 

 なお，1993 年（平成 5 年）7 月に発生した M7.8 の北海道南西沖地震の際には，震

源距離が 200km 弱と比較的遠方であったにもかかわらず，坑内の最大加速度は 56gal

と開業後最大の地震動を観測した．その際，湧水量が急激に増加したが，その後徐々

に元の湧水量に減少している．なお，2011 年（平成 23 年）3 月の M9.0 の東北地方

太平洋沖地震（東日本大震災，震源距離約 400km 余り）では，坑内の地震動は最大

加速度 6gal で湧水量の増加は見られなかった．また，2003 年 7 月の津軽海峡部での
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地震では坑内で最大 37gal を記録したが湧水量の増加は見られなかった． 

北海道南西沖地震の際に，本坑の湧水量は海底部でおよそ 2.9m3／分から 3.6m3／

分と 25%程度，北海道方陸上部でおよそ 1.1m3／分から 1.5m3／分と 35%程度それぞ

れ急激に増加している（図-3.17）．その後，海底部では，1 年半～2 年程度で元の湧

水量に減少し，その後地震前と同様の減少傾向で減少している．一方，陸上部は 4 年

～6 年程度かけて元の湧水量に減少し，その後海底部同様に地震前の減少傾向で減少

している． 

 急激な湧水量の増加とその後の減少は，地震によってトンネル周辺の透水性が一時

的に増大しその後徐々に透水性が減少し地震前の状態に戻ったと考えられる．一時的

な透水性の増大は，トンネル周辺の地山（海底部では注入域）の透水性が一時的に増

大した場合，またはトンネル背面の透水性の一時的に増大した場合が考えられる．こ

のうち，前者の場合は，周辺地盤内の間隙に徐々に進展してきた細粒分の目詰まりが

地震動により排除され一時的に透水性が増大し，その後徐々に細粒分が詰まり再び元

の状態に戻ることが考えられる．後者の場合は，背面で目詰まりを起こしていたもの

が一気に解放されて湧水量が増加することが考えられる．トンネルは縦断方向へ連続

性があり，覆工背面での透水性の低下がトンネル縦断方向に連続的に発生していると

は考えにくく，後者の場合の覆工背面の目詰まりが解放されて湧水量が増加したこと

は考えにくい．ただ，これらに確証はなくその確認は今後の課題として残る． 

 

図-3.17 北海道南西沖地震前後本坑海底部，北海道方陸上部の湧水量 
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3.3.3 覆工ひずみ計測（地震監視システム） 

 図-3.18 に円周方向ひずみの経時変化の例を示す．詳細は第 6 章で述べるが，１年

周期の変動を繰り返しており，その振幅は 2008 年以前は 100×10-6（100μ）程度で

あったが，2008 年以降は 20×10-6（20μ）程度である．また，経年とともに漸増（漸

減）してきたが，近年はほぼ収束傾向にある．なお，2008 年の前後で値が大きく異な

るのはアンプ交換したためである． 

図-3.18 覆工ひずみ計測結果の例（地点[3] 円周方向ひずみ，a～g は断面内の測点） 

 

3.3.4 その他の計測結果 

1）覆工コンクリート性状試験（覆工コンクリート応力） 

 内空変位量が他の断面に比べ大きい 2 断面について，2005 年度から 2010 年度にか

けてオーバーコアリングを用いた応力解放法（孔底ひずみ法）により図-3.19 に示す

応力計測箇所で計測を実施した．覆工コンクリートの応力は，表-3.1 に示すとおりで

ある．建設時の覆工コンクリートの設計基準強度（160kgf/cm2=15.7N/mm2）と比較

しても総じて小さな応力となっている．計測された最大主応力は，いずれの測点でも

ほぼ覆工コンクリートのトンネル円周方向で，円周方向に軸力が作用し，トンネルは

アーチ圧縮の状態であることを示している． 
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図-3.19 覆工コンクリート応力計測箇所 

 

表-3.1 覆工コンクリート応力計測結果（内空変位計測 No.63，No.71 断面） 

 （単位：N/mm2，圧縮：正） 

計測箇所 

 

断面 No. 

天端部 

E 

肩部 

F 

SL 上部 

A 

側壁部 

B 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ端部 

D 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ中央 

C 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT 

No.63 断面 5.7 8.0 16.2 8.6 7.3 5.3 4.2 6.3 4.7 10.4 1.0 4.9 

No.71 断面 7.0 2.7  2.3 3.5 4.2 4.5 4.5 3.0 3.1  2.0 0.5 1.4 

注）IN：覆工表面（内空表面から深さ 5cm）， OUT：覆工中央（内空表面から深さ 45cm）の計測値 

 

2）覆工コンクリート性状試験（圧縮強度） 

上記の覆工コンクリート応力計測のために応力解放法により採取したコアについ

て，圧縮強度試験が実施されている．計測結果は表-3.2 のとおりである．いずれのコ

アの強度も建設時の覆工コンクリートの設計基準強度（15.7N/mm2）を大きく上回っ

ている． 

 

 

 

 

応力計測箇所 

応力計測箇所 

※)①～④は，内空変位測点位置 

Ａ～Ｆは応力計測箇所 

Ａ 

Ｆ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｃ Ｄ 
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表-3.2 覆工コンクリート強度試験結果（内空変位計測 No.63，No.71 断面） 

 （単位：N/mm2） 

計測箇所 

断面 No. 

天端部 

E 

肩部 

F 

SL 上部 

A 

側壁部 

B 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ端部 

D 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ中央 

C 

No.63 断面 31.5 36.3 34.7 38.8 37.6 35.2 

No.71 断面 35.4 32.2 34.6 42.9 26.3 31.0 

      注）いずれも 3～5 供試体の平均値 

3）覆工コンクリート性状試験（中性化） 

 覆工コンクリート強度試験を行ったコアについて，コンクリートの中性化試験が実

施されている．覆工コンクリートコアの中性化深さの測定結果を，測定時期，コンク

リート打設時期とともに表-3.3 に示す．その深さは最大 15～25mm となっている．

その他の点では 10mm 程度以下である．覆工コンクリート打設からの経過年数は

No.71 で 25 年以上，No.63 で 21 年以上経過している．覆工コンクリートは数百 m の

区間を除き当該断面区間を含め無筋コンクリートであり，現時点においては問題とな

るものではないと考えている．なお，中性化深さ L は一般的に時間 t の 1/2 乗に比例

する（L=A ，A:係数）とされており，100 年経過後において最大 50mm 程度まで進

行すると考えられるため，今後時間が経過した際には，これまで同様の維持管理を行

いつつも，確認の試験が必要となるものと考えられる． 

表-3.3 覆工コンクリート中性化深さ（内空変位計測 No.63，No.71 断面） 

 計測箇所 

 

断面 天端部 

E 

肩部 

F 

ＳＬ部 

A 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ 

端部 D 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ 

中央 C 

中性化測定 

時期（年） 

No.63 2008 2009 2006 2007 2007 

No.71 2010 2009 2006 2007 2007 

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 

打設時期(年) 

No.63 1984 1985 

No.71 1980 1981 

中性化深さ 

mm 

No.63 4.5 6 15 8 13 

No.71 － 4 25 4 6 

各断面，各部の供試体の最大値，－：データ無，側壁部データ無 
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4）湧水圧計測 

作業坑内において，湧水圧の 10年以上にわたる計測の結果，図-3.20に示すように，

計測値が機器の動作不良と思われる動きを示している測点を除くと，作業坑 30k000m

の深さ 10m，20m の測点の湧水圧力は小さいが，わずかながら徐々に増加している．

その他の測点では，ほとんど変化が見られず，湧水圧は一定で推移している． 

また，2009 年に計測した 4 箇所の内壁からの深度別の湧水圧を図-3.21 に示す．注

入域内の外周部で最大 866kN/m2 の測点があったものの，他の測点では 400kN/m2 程

度以下の小さな値でばらつきも小さい．これは，注入域の外周部では一部ばらつきが

あるものの，注入域における止水効果が得られていることを示している．また，注入

域外である削孔深度 15m～20m の地点では，湧水圧力のばらつきが大きいが，

500kN/m2 程度以下を示す測点もあり，注入域外への止水効果があることを示してい

る．これらのことから注入域の止水性は保持されているといえる． 

 

図-3.20 作業坑 4 箇所における湧水圧の経時変化 
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図-3.21 先進導坑・作業坑における湧水圧の削孔深度ごとの分布 9) 

 

5）透水性試験 

作業坑 28k600m（砂質泥岩，凝灰質砂質泥岩の互層）の湧水圧計測用のボーリング

孔を用いて， 2010 年に実施した注水試験による注入域内の地山透水係数は

7.7×10-8m/s および 8.7×10-9m/s であった．トンネル周辺地山の透水係数については，

建設時に海底部の地質分類ごとの代表的な箇所において，注入施工前と注入施工後の

透水係数を求めている．建設時の透水係数は注入前の探りボーリングの湧水量および

注入後の注入効果確認のチェックボーリングの湧水量から求めたものである．注入施

工前と注入施工後の透水係数のうち泥岩，凝灰岩での結果を示したものに， 2010 年

に実施した透水係数（7.7×10-8 m/s および 8.7×10-9m/s）を重ねたものを図-3.22 に示

す．建設当時の同様の地質でのチェックボーリングの透水係数と比べても透水係数の

大きな変化はなく，建設当時の注入後の透水係数の範囲内で注入域は安定していると

判断される． 
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図-3.22 建設時の注入前後の透水係数と 2010 年注水試験の結果 9）加筆修正 

 

6）注入材劣化検討 

 作業坑の 30k000m 付近の 3 箇所の深さ 5.4～13.4m の位置で採取された試料につい

て，セメント水ガラス注入材の外観観察，化学組成分析，劣化生成物の分析を行った．

成分分析は蛍光Ｘ線分析により，劣化生成物はＸ線回折により分析した．その結果，

セメント水ガラス注入材は約 1～12mm の厚さで存在し，岩との密着状態は良好であ

った．セメント水ガラス注入材に空隙等は見受けられず，コアの採取深さによる注入

材の成分の明確な差異は認められなかった． 

また，既往の研究 11)より，種々の室内試験や長期計測の分析結果などから，セメン

ト水ガラス注入材は，施工から最長約 30 年間にわたって安定した性状を維持してい

るとされており，注入材の劣化は認められず健全な状況にあるということができる． 

 

7）坑内湧水水質分析 

図-3.23 に坑内湧水水質分析結果の経年変化を示す．坑内湧水の経年による湧水温

度，湧水量，電気伝導率，pH の変化はほとんどない．また，各化学成分の含有量も

ほぼ一定で推移している．また，図中に示す海水成分と比較しても顕著な差は確認さ

れていない．これらのことから，トンネル坑内への湧水に注入材の成分が溶脱してい

る状況にはないと想定され，注入域は安定した状態を保持していると考えられる． 
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図-3.23 坑内湧水水質分析結果の経年変化 11) 

 

3.4 まとめ 

本章では，青函トンネルの構造，設計の考え方，施工について概説した．また，開

業後長期にわたり実施されてきた計測について方法等を概説し，計測結果を示し考察

を加えることにより，青函トンネルの計測結果から推察されるトンネルの現況につい

て確認した．これらをまとめると以下のとおりである． 

(1) 青函トンネルは，掘削に先立ちトンネル半径の 3～5 倍程度の範囲に注入を実施

し，周辺地山に注入域を形成している．注入域で浸透水量を減じた上で坑内に導

水し，2.4MPa の静水圧に相当する強大な水圧を直接覆工コンクリートに作用さ

せないようにしている．適切な注入範囲については，建設中に検討がなされ，掘

削半径の 3 倍程度以上に拡大しても効果は大きく向上しないことから，3 倍程度

が実用的な値であるとされた．それをもとに，掘削半径の 3 倍を注入範囲の標準

とし，断破砕帯などでは 4～6 倍程度とされた． 

(2) 海底部は湧水量が青函トンネル開業時の 1988 年（昭和 63 年）の 11.0m3／分程

度から 2014 年の 7.6m3／分程度まで徐々に減少している．湧水量が減少するこ

とは郊外に排出する揚水量が減少しコスト面では好ましいが，トンネルおよび周

辺地山に対する作用する水圧の状態が変化していることも考えられるため，第 4
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章で解析を行い確認することとした．また，大きな地震動を記録した北海道南西

沖地震の際には急激に湧水量が増えその後時間をかけて徐々に減少した．なお，

地震に伴う湧水量の急激な増加は，覆工背面のおける透水性の一時的な増加によ

るものとは考えにくい． 

(3) 内空変位は本坑海底部 80 断面で計測しており，ほとんどの断面では変位量は 0

～3mm，平均 1mm 程度でほぼ落ち着いている．2 断面で変位が大きく最大の変

位は SL 上部で内空側に 4.6mm の変位となっている．変形パターンは A パター

ン（SL 上部，脚部ともに内空側に変位），C パターン（SL 上部は内空側に，脚

部は地山側に変位，ただし脚部の変位は小さい．），2 つのパターンが大半である．

残りのパターンを示す断面はわずかで，SL 上部または脚部の変位がいずれも

1mm 以下と小さい． 

(4) 内空変位量の大きい 2 断面でオーバーコアによる応力解放法を用いて覆工コン

クリートの応力計測を実施した．総じて設計基準強度 15.7N/mm2 と比べても小

さな値であった．また，すべての測点で円周方向に軸力が作用しアーチ圧縮構造

の状態を示している．さらに，同断面で採取したコアの圧縮強度はいずれも設計

基準強度を大きく上回っていた． 

  なお，コンクリート強度試験を実施したコアにより，覆工コンクリートの中性化

を調査した．一部において 25mm の中性化が認められたが，無筋コンクリートで

もあり，現時点で問題となるものではない． 

(5) 注入域の湧水圧は近年ほぼ安定しており，注入域の止水性は保持されている．注

入域外においても，注入域と変わらない湧水圧を示すところもあることから，注

入域外へも止水効果があることを示している．また，透水性試験の結果から，建

設当時の透水係数の範囲内で注入域は安定していると判断される． 

(6) 注入材の劣化検討や既往の研究成果から，施工から最長約 30 年間にわたって安

定した性状を維持しており，注入材の劣化は認められず健全な状況にある．また，

湧水の水質分析の結果，水質の変化がほとんどなく，注入材の成分が溶脱してい

る状況にないと想定されることからも，注入域は安定した状態を保持していると

考えられる．また，覆工コンクリートは高い耐海水性を有している． 
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第４章 湧水量減少に伴う注入域の力学的挙動によるトンネル健全性の評

価 
 

4.1 はじめに 

 青函トンネルの坑内湧水量は，図-3.16 に示したとおり，年々減少している．トン

ネルの維持管理上，湧水量の減少は大変好ましいことであるが，湧水量減少の要因の

一つとして，トンネル周辺地盤の透水性低下が考えられる．透水性の低下は，トンネ

ル周辺の間隙水圧分布に影響しているため，場合によってはトンネル周辺地盤の有効

応力が変化し，トンネルの健全性に影響を及ぼす可能性がある． 

本章では，青函トンネルの坑内湧水量が減少している現状に着目し，トンネル周辺

地盤の透水性低下に伴う覆工コンクリートや周辺地盤の力学的挙動の変化を数値解析

により検討することで，将来にわたる健全性評価を行う． 

 

4.2 解析の概要 

4.2.1 解析条件 

 周辺地盤の透水性低下に伴う覆工コンクリートの力学的挙動を検討するため，湧水

量の減少量をもとに周辺地盤の透水性低下をモデル化する．ここでは，周辺地盤の透

水性変化のパターンとして，注入域の一部における透水性の低下，非注入域の一部に

おける透水性の低下，注入域の全体における透水性の低下の 3 つのケースを想定し，

覆工コンクリートに生じる応力状態の変化やトンネル周辺の水圧分布の変化について

分析する． 

まず，図-4.1 のような海面下 240m，海底下 100m に馬蹄形トンネルが存在すると

考え，対称性から右半分のみを解析領域とした 1)．解析に用いた有限要素メッシュを  

図-4.2 に示す．図-4.2(1)に示すように，解析領域の大きさは縦 140m，横 90m とし

た．この領域は，予備的な解析により，トンネル近傍の力学的評価に影響を与えない

十分な大きさであることを確認している．また，トンネル掘削時に止水目的で施工し

た薬液注入域の半径は 15.4m とした 2),3)．全要素数は 2,492，全節点数は 2,606 であ

る．図-4.2(2)は，覆工コンクリート付近の有限要素メッシュである．覆工コンクリー

トは不透水性で，厚さは 0.7m，内側 4 層（要素数 168）が覆工コンクリートに相当す

る．境界条件は上側を自由表面，左右両側および下側をスライダー支持とした．水理
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境界条件は，上側，右側，下側を排水境界とし，左側を対称軸として非排水境界とし

ている． 

 
図-4.1 解析領域 1) 

 

 

図-4.2 解析に用いた有限要素メッシュ 1) 

 

4.2.2 解析方法 

覆工コンクリートおよび周辺地盤は弾完全塑性体として考え，二次元平面ひずみ条

件下において，土‐水連成有限要素解析を行う．支配方程式は，運動方程式と Biot

の圧密方程式である．運動方程式は，物体力を初期応力状態として考慮するため，物

(1) 全体図      (2) 覆工付近の領域 
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体力を含まない次の式を用いる．  
∂∂ = ′ + = 0 

ここに， ：全応力， ′ ：有効応力， ：間隙水圧である．運動方式は微小変形を仮

定し，弾性域では応力-ひずみ関係は線形とする．また，弾完全塑性とし，硬化，軟化

は考慮しない．降伏関数には Mohr-Coulomb の降伏規準を用い，塑性ポテンシャルに 

は Drucker-Pragar の降伏規準を用いる非関連流れ則を使用した 4)． 

 Biot の圧密方程式は Darcy 則と連続式から以下のように書き表される．  
∂∂ = − +  

ここに， ：体積ひずみ， ：透水係数， ：間隙水の単位体積重量， ：位置水頭で

ある． 

数値計算においては，運動方程式と Biot の圧密方程式を連立させて解く．時間方向

の積分に関しては後退差分を用いる．また，解析で用いた物性値は表-4.1 のとおり，

既往の文献 5),6)を参考にして決定した．なお，図-3.22 に透水係数が示されているが，

ここでは，非注入域は岩盤の一般的な値である 1.0×10-6 m/s，注入域は過去の文献 5)

を参考に，非注入域の 1/100 となる，1.0×10-8 m/s とした． 
 

表-4.1 解析に用いた物性値 1) 

 
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 注入域 非注入域 

Young 率(MPa) 3.0×104 3.0×102 3.0×102 

Poisson 比  0.20 0.33 0.33 

透水係数(m/s) － 1.0×10-8 1.0×10-6 

粘着力(MPa) 50 0.5 0.5 

内部摩擦角(°) 50 30 30 

ﾀﾞｲﾚｲﾀﾝｼｰ角(°) 40 20 20 

単位体積重量(kN/m3) 25 20 20 

 

 

 

(4.1) 

(4.2) 
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4.2.3 解析順序 

解析はトンネルの施工過程を踏まえ，図-4.3 に示すように(Ⅰ) 掘削段階，(Ⅱ) 覆

工コンクリート完成直後，(Ⅲ) 長期間経過時の 3 段階に分けて計算を実施する 7)8)．

以下，各段階の条件について記載する．  

 

 

 

 

図-4.3 解析の手順 1)一部加筆 

 

(Ⅰ) 掘削段階 

土被りが 100m と大きいことから，掘削前の地盤には等方的な全応力が作用してい

ると仮定する．掘削段階では掘削相当外力 f を応力解放係数 α(0<α<1) の分だけ解放

させる 9)．海底部は主にサイロット工法で施工されているが，注入域の存在により，

地山から覆工コンクリートに作用する荷重は大きく軽減されているので，応力解放率

は 95%(α=0.95)とする． 

(Ⅱ) 覆工コンクリート完成直後 

覆工コンクリートを建設した後，掘削が進むことで，解析の対象となる平面内にお

いて周辺地盤が緩む．これにより，覆工コンクリートに(1－α)f の力を分担させる． 

(Ⅲ) 長期間経過時 

湧水量低下を考慮し，経年とともにトンネル周辺地盤の透水性を低下させるモデル

を考える．透水性低下の要因として，以下に示す 3 つのケースを想定する． 

ケース(1)：注入域の一部における透水性の低下 

覆工コンクリートに向かって浸透する海水に含まれる細粒分が注入域の覆

工コンクリート背面側から非注入域側へ向かって目詰まりを起こし，注入域

の一部で透水性が低下する（図-4.4(1)）． 

ケース(2)：非注入域の一部における透水性の低下 

覆工コンクリートに向かって浸透する海水に含まれる細粒分が注入域と非

注入域の境界から外側に向かって目詰まりを起こし，非注入域の一部で透水

性が低下する（図-4.4(2)）． 

f αf (1－α)f 

掘削前          掘削段階          覆工完成直後    長期間経過時 
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ケース(3)：注入域の全体における透水性の低下 

覆工コンクリートに向かって浸透する海水に含まれる細粒分が注入域内で

目詰まりを起こし，注入域全体で一様に透水性が低下する（図-4.4(3)）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.4 透水性が低下する領域(灰色部が透水性低下)1) 

 

4.2.4 経年変化による透水係数の設定 

青函トンネル海底部の坑内湧水量は，図-3.16 に示したとおり，1988 年（昭和 63

年）からの約 20 年で，約 25%程度減少している．そこで解析では，湧水量が 20 年

間で約 25%減少するよう透水係数を低下させる．さらに将来の健全性を推定するため，

その後さらに 20 年経過して，湧水量が近年の減少傾向から想定される約 40%まで減

少することを想定し，透水係数を低下させる．透水係数の低下率は，透水係数の低下

率を試行錯誤的に変化させ，解析を複数ケース行うことで同定した． 

ケース(1)では，60 箇月でメッシュ 1 層分（0.3m） の透水係数を k1 = 1.0×10-8(m/s) 

から k’1 = 3.5×10-9(m/s)まで低下させる(図-4.5)．1 層分透水性が k’1 まで低下した

ら，同様にその外側の 1 層の透水性が k1 から k’1 まで低下する．上記の手順を 8 層

(1)注入域の一部における透水性低下領域の拡大  (2)非注入域の一部における透水性低下領域の拡大 

(3)注入域の全体における透水性低下 
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分，つまり 40 年分行う．透水係数の低下する層の長さは 2.4m である．なお，各要

素での透水係数 k v は時間に関して線形的に変化するわけでなく，以下の式から計算す

る． 

            k v  = 
11 /)(/ kxdkx

d
           (4.3) 

この式は，図-4.6 に示すように，水の流れに対して垂直に，異なる透水係数を持つ領

域が層をなしているときの平均的な透水係数の値を表している．ここで，d は要素の

厚さ，x は要素内において透水性の低下した層の厚さ，k1 は透水性が低下する前の透

水係数，k’1 は透水性が低下した後の透水係数である（図-4.6）．なお，透水性が低下

する層厚 x は時間に関して線形関係にあることとし，ケース(1)の場合，1 箇月で 5mm

ずつ層厚が増すこととする． 

 

 
図-4.5 ケース(1)の解析ステップ 1) 

 

k v  

 
図-4.6 要素内での透水性低下のモデル 1)一部加筆 

 

水の流れ 

透水性低下前      5 年後            10 年後            40 年後  

：覆工コンクリート  
：注入域(1.0×10-8(m/s)) 
：透水性低下領域(3.5×10-9(m/s)) 

2.4m 
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ケース(2)においては，60 箇月でメッシュ 1 層分（0.5m）の透水係数を k2= 1.0×

10-6(m/s) から k’2 = 3.0×10-9(m/s) まで低下させる（図-4.7）．1 層分透水性が低下し

たら，同様にその外側の 1 層の透水性が k2 から k’2 まで低下する．この手順を 8 層

分，つまり 40 年分行う．透水係数の低下する層は 4.0m である．この場合における透

水係数も式（4.3）に従って減少するものとする． 

ケース(3)においては，最初の 20 年間は注入域全体で一様に透水係数を k3 = 1.0 ×

10-8(m/s) から k’3 =7.5×10-9(m/s) まで低下させる．透水係数の減少は時間に関して

線形とする．20 年経過時から 40 年経過時までは注入域全体で一様に透水係数を k’3 = 

7.5×10-9(m/s) から k’’3  = 6.0×10-9(m/s) まで 1 箇月ごとに線形的に低下させる 

（図-4.8）． 

 
図-4.7 ケース(2)の解析ステップ 1) 

 
図-4.8 ケース(3)の解析ステップ 1) 

 

 

透水性低下前     5 年後             10 年後             40 年後  

：覆工コンクリート  
：注入域(1.0×10-8(m/s)) 
：非注入域(1.0×10-6(m/s)) 
：透水性低下領域(3.0×10-9(m/s)) 

4.0m 

：覆工コンクリート  
：注入域(1.0×10-8 ～6.0×10-9(m/s)) 
：非注入域(1.0×10-6(m/s)) 

透水性低下                                            透水性低下終了  
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4.3 解析結果 

解析においては，トンネル周辺地盤の要素で透水係数を低下させ，それに起因する

トンネル周辺の水圧分布，覆工コンクリートの応力状態，周辺地盤の応力状態，塑性

領域の変化を調べた．以下，項目別に各ケースの結果を述べることとする． 

 

4.3.1 トンネル周辺地盤の間隙水圧分布 

ケース(1)の解析によって得られた間隙水圧の解析によって得られた間隙水圧の分

布を図-4.9，図-4.10 に示す．図-4.9 は横軸にトンネルから水平に右側に進んだ距離

を，縦軸に間隙水圧をとる．図-4.10 は縦軸にトンネルから鉛直上向きに進んだ距離

を，横軸に間隙水圧をとる．2 つの図から分かるように 20 年経過時と 40 年経過時

で間隙水圧の分布は大きく変化していない．また，透水性の低下している領域が注入

域内である程度まで拡大すると，その外周に作用する間隙水圧の値はほとんど変化し

ないことが分かる． 

ケース(2)の解析によって得られた間隙水圧の結果を図-4.11，図-4.12 に示す．非注

入域の透水性が低下するにしたがって，注入域内の間隙水圧は低下している．また，

間隙水圧の低下は透水係数が低下する領域において生じている．これは，注入域の外

側で透水係数が低下するため，透水係数の低い注入域の領域が拡大したような状態と

みなすことができる． 

ケース(3)の解析によって得られた間隙水圧の結果を図-4.13，図-4.14 に示す．この

ケースでは，間隙水圧分布の変化はほとんど見られなかった．これより，透水係数が

注入域で一様であれば，大きさによらず，注入域外側と覆工コンクリートの水頭差で

間隙水圧分布が決まることを確認した． 
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図-4.9 水平方向の間隙水圧分布（ケース(1)）1) 

 

 

 
図-4.10 鉛直方向の間隙水圧分布（ケース(1)）1) 
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図-4.11 水平方向の間隙水圧分布（ケース(2)）1) 

 

図-4.12 鉛直方向の間隙水圧分布（ケース(2)）1) 
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図-4.13 水平方向の間隙水圧分布（ケース(3)） 

 

 

図-4.14 鉛直方向の間隙水圧分布（ケース(3)） 

 

4.3.2 覆工コンクリートの応力経路 

ここでは，図-4.15 に記した覆工コンクリートの代表的な要素 1～10 における応力

経路を MIT 法により，(p, q) 面上に表した図を示す．ここで p, q は，最大主応力 σ’1 

および最小主応力 σ’3 を用いて以下のように表される． 
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           p =
2

31  ,  q =
2

31             （4.4） 

 

図-4.15 覆工コンクリートの代表的な要素 1) 

 

ケース(1)の覆工コンクリートの応力経路を図-4.16 に示す．応力経路の変化が大き

なものには，矢印を付した．応力があまり変化していない経路には矢印を付していな

い．図-4.16 から分かるように，すべての要素で塑性化せず，破壊線にも近づいてい

ない．つまり応力経路から，覆工コンクリートの応力はあまり変化していないことが

分かる． 

ケース(2)の覆工コンクリートの応力経路を図-4.17 に示す．ケース(2)においても，

すべての要素で塑性化せず，破壊線にも近づく傾向は現れていないことが分かる．よ

ってケース(2)の場合も，覆工コンクリートの応力はあまり変化していないといえる． 

ケース(3)の覆工コンクリートの応力経路を図-4.18 に示す．この場合，応力経路の

変化がケース(1)およびケース(2)に比較してほとんど生じないので，点を付して表した．

覆工コンクリートの応力経路に変化がないのは，周辺地盤での間隙水圧がわずかずつ

しか増加しておらず，覆工コンクリートにほとんど影響を及ぼさないためである． 

以上，3 つのケース全てにおいて，覆工コンクリートに関しては透水係数の低下に

よって大きな影響はないことが分かった． 
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図-4.16 覆工コンクリートの応力経路（ケース(1)）1) 

 
図-4.17 覆工コンクリートの応力経路（ケース(2)）1) 

 

図-4.18 覆工コンクリートの応力経路（ケース(3)）1) 
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4.3.3 トンネル周辺地盤の応力経路 

ここでは，図-4.19 に示すトンネル周辺の代表的な要素 A～I における応力経路を  

(p, q)面上に表す．ここで p, q は式（4.4）に示した式と同様である． 

ケース(1)における応力経路を図-4.20 に示す．各応力経路の終着点には，矢印を付

してある．覆工コンクリートに近く，透水性低下前に既に塑性域にある要素A～F は，

透水性低下領域が徐々に外周に広がった結果，間隙水圧が増加傾向から減少傾向に移

行し，その分有効応力の等方成分が増加したことから，最終的な透水性低下領域の条

件下での応力は，弾性域に位置する結果となっている．他方，覆工コンクリートから

最も遠い要素 G は弾性域にあったものの，最終的に降伏した．同様に覆工コンクリー

トから最も遠い要素である H，I は，依然として弾性域のままであるが，徐々に破壊

線に近づいていることが分かる．これは透水性の低い領域が広がったことによって，

当該領域の外周で間隙水圧が上昇し，有効応力が減少したためと考えることができる． 

ケース(2)における応力経路を図-4.21 に示す．図-4.21 を見ると，すべての要素 A

～I において最終的な透水性低下領域の条件下での応力は，弾性域に位置する結果と

なっている．これは，注入域の外周に透水性の低下した領域が生じたことで，注入域

が拡大したような効果があるためと考えられる．つまり，拡大した透水性低下領域の

外周に大きな間隙水圧が作用することにより，注入域での間隙水圧が低下し，その結

果として有効応力の等方成分が増加し，破壊線から遠ざかっためである． 

ケース(3)における応力経路を図-4.22 に示す．応力経路の変化が少ないため，矢印

を付していない．図-4.22 を見ると，A～I の全ての要素で応力経路はほとんど移動し

ていない．ケース(3)では透水性が注入域全体で一様に低下しているため，注入域での

間隙水圧もわずかずつしか上昇しない．そのため，有効応力もほとんど変化しないた

め，応力経路も移動しないと考えられる． 
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   図-4.19 トンネル周辺地盤の代表的な要素 1) 

 
   図-4.20 周辺地盤の応力経路（ケース(1)）1) 

   

   図-4.21 周辺地盤の応力経路（ケース(2)）1) 
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図-4.22 周辺地盤の応力経路（ケース(3)）1) 

 

 

4.3.4 トンネル周辺地盤の塑性領域の変化 

図-4.23 にケース(1),(2),(3)における注入域の塑性領域の変化の様子を示す． 

ケース(1)では，注入域において透水性が低下するにつれて，塑性領域が拡大してい

ることが分かる．これは透水性が低下し，間隙水圧が上昇することにより有効応力が

減少したため，塑性化したと考えられる． 

ケース(2)では，周辺地盤の応力経路からも分かるように，注入域の間隙水圧低下に

伴い有効応力が増加していることから，塑性領域の拡大は見られなかった． 

ケース(3)では，透水性の低下によって，塑性領域はわずかに拡大した．ケース(1)

と異なり，注入域の全体で一様に透水性が低下した場合，注入域内の間隙水圧もわず

かしか上昇せず，有効応力もほとんど減少しないためである． 
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図-4.23 塑性領域の変化 1) 

 

4.4 解析結果と計測結果の分析 

 解析では，覆工コンクリートに生じる応力状態の変化やトンネル周辺の水圧分布の

変化に加え，覆工コンクリートに作用する応力，内空変位量について調べた．本項で

は，最も変化の大きかったケース(1)の解析結果をもとに，計測結果との分析を行う． 

解析値の要素位置を図-4.24 に示す．また，表-4.2 に覆工コンクリート内空側に作

用する最大主応力の解析値と計測値を，表-4.3 に解析値の推移を示す．計測結果は，

実際のボーリングにより平面孔底ひずみ法を用いて二次元計測した値（最大主応力）

を用いている．表-4.4 に内空変位量の解析値（トンネル半径方向要素変位量の倍の値）

と計測値を，表-4.5 に解析値の推移を示す．正の値はトンネル周辺地盤側への変位を，

負の値はトンネル内空側への変位を表している． 

 

4.4.1 覆工コンクリートに作用する応力 

解析による覆工コンクリートの応力は，時間経過による透水係数の低下に伴う影響

が，ほとんど見られない結果となっている．これは，解析の前提である湧水量の減少

が，トンネル周辺の注入域やその外周部における透水性低下に伴うものであれば，今

後，覆工コンクリートに作用する応力の変化は大きくないことを示している．したが

ケース(2) 

ケース(3) 
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って，現状の湧水量の減少傾向が急激に変化するようなことがなければ，覆工コンク

リートの健全性は今後とも維持されることを示すものと考えている．  

覆工コンクリートに作用する最大主応力については，解析値，計測値ともに最大で

約 20N/mm2 の値となっているが，全体的に解析値の方が大きな値を示している．こ

れは，第 3 章で述べた注入域の湧水圧計測結果からも分かるように，実際の注入域内

では湧水圧が大きく変化しておらず，また注入範囲外への止水効果も一定程度認めら

れることから，本解析は注入効果を実際よりも小さく評価した解析となっているため

と考えられる． 

また，側壁部～インバート中央部の値には乖離が見られる．これは，解析上では，

覆工コンクリートとインバートが剛結された，コンクリート断面厚さが一定の円形構

造物としたのに対し，実際の施工では，青函トンネルの覆工コンクリートがサイロッ

ト工法により，側壁，アーチ，インバートと段階的に施工され，側壁部のコンクリー

ト断面厚さが解析条件より大きく，インバートと十分な連続体となっていない可能性

もあるため，アーチ部の荷重を側壁部で支持し，インバートには荷重が伝達しにくい

形状であることが原因の一つと考えられる． 

 

4.4.2 覆工コンクリートの内空変位 

覆工コンクリートの内空変位は，実際の計測値よりも解析値の方が小さい値である

が，上半部と下半部の挙動は解析値，計測値ともに一致しており，図-3.13 に示す C

パターンと同様の挙動を示している．解析値については，透水係数の低下に伴い，徐々

に値が大きくなっているものの，その変化自体は小さくなっており，40 年後において

も 2mm 以下との結果が得られた．これは，実際の計測値よりも小さい値であるが，

覆工コンクリート応力同様，湧水量の減少がトンネル周辺の注入域やその外周部にお

ける透水性低下に伴うものであれば，今後の内空変位量についても，大きく増加する

ものではないことを示したものである． 

 

これらのことから，今後とも湧水量計測を継続し，湧水量の減少の推移を観察して，

急激な増加や減少の傾向がないことを確認することが重要である． 
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図-4.24 解析値の要素位置 10) 

 

 

 

表-4.2 覆工コンクリートに作用する最大主応力 10)加筆  (単位:N/mm2) 

箇所 解析値 計測値 
20 年後  40 年後  (約 20 年後) 

①アーチ天端部  18.4 18.9 5.7 
②アーチ肩部  18.2 18.3 16.2 
③アーチ SL 上部  19.5 19.1 7.3 
④側壁部 23.0 22.5 4.2 
⑤インバート端部  26.9 26.7 4.7 
⑥インバート中央部  9.1 10.0 1.0 

表-4.3 解析結果（最大主応力）の推移 10)      (単位:N/mm2) 

箇所 1 月後  20 年後  40 年後  
①アーチ天端部  18.1 18.4 18.9 
②アーチ肩部  18.7 18.2 18.3 
③アーチ SL 上部  20.2 19.5 19.1 
④側壁部 22.5 23.0 22.5 
⑤インバート端部  25.4 26.9 26.7 
⑥インバート中央部  11.8 9.1 10.0 
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表-4.4 内空変位量の比較 10)加筆         (単位 :mm) 

箇所 解析値 計測値 
20 年後  40 年後  (約 27 年後) 

⑦上半アーチ部  -1.5 -1.9 -3.5 
⑧下半側壁部  0.6 1.2 1.8 

 ※解析値は要素変位量の倍の値 

                       表-4.5 解析結果（内空変位量）の推移 10)(単位:mm) 

箇所 1 月後  10 年後  20 年後  30 年後  40 年後  
⑦上半アーチ部 0 -1.0 -1.5 -1.8 -1.9 
⑧下半側壁部 0 0.3 0.6 0.9 1.2 

 ※解析値は要素変位量の倍の値 

 

4.5 結論 

海底トンネルの周辺地盤での透水性低下に起因する力学的挙動を調べるため，透水

性が低下するケースとして 3 つのモデルを想定し，数値解析を行った．以下に，それ

ぞれのケースで得られた結論をまとめる． 

(1) 注入域の一部での透水性が低下するケース(1)では，透水性の低下に伴い覆工コ

ンクリート周辺の間隙水圧が上昇することを確認した．しかし，透水性低下領

域がある程度まで広がると，透水性が低下する領域では，間隙水圧はあまり変

化せず，また，間隙水圧が増加しているときは，有効応力の減少により塑性領

域が広がることが分かった． 

(2) 非注入域の一部での透水性低下を想定したケース(2)では，透水性の低下に伴い，

透水性低下領域の外周に大きな間隙水圧が作用し，その結果，注入域における

間隙水圧が低下することを確認した．また，注入域の間隙水圧が低下し，有効

応力が上昇するため，塑性領域の拡大は見られない．このケースは，注入域が

拡大するような現象であり，安全側に作用するといえる． 

(3) 注入域の全体で一様に透水性が低下したモデルを考えるケース(3)では，注入域

全体で透水性が一様に低下すると注入域の間隙水圧は上昇するが，わずかずつ

であるため，有効応力の変化はほとんどない． 

(4) (1)(2)(3)の結果，どのケースにおいても湧水量の減少によって，覆工コンクリ
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ートの健全性に大きな問題は生じないという結論が得られた．また，周辺地盤

についてもケース(1)において，塑性領域が広がることが分かったが，広がる大

きさは注入域の大きさと比べても十分小さく，周辺地山のトンネルに与える影

響は覆工コンクリートの応力経路の結果からも小さいと考えられ，トンネルの

健全性に問題となるものではないと考えられる． 

(5) 覆工コンクリートに作用する応力，内空変位量の解析結果は，計測結果と大き

さに少し相違があったが，時間変化による透水係数の低下に伴う応力や内空変

位への影響は小さい結果となっている． 

(6) 以上のことから，注入域の止水性が保持され，湧水量の減少が解析と同様の傾

向で推移する場合には，今後とも覆工コンクリート，周辺地山の健全性は保持

されるということができる．そのため，今後とも湧水量計測を継続し，湧水量

の減少の推移を観察して，急激な増加や減少の傾向がないことを確認すること

が重要である． 



第４章 湧水量減少に伴う注入域の力学的挙動によるトンネル健全性の評価 

74 

参考文献 

1) 西藤潤，丹生和宏，岸田潔，深沢成年：湧水量が低下する海底トンネルの力学的

安全性に関する基礎的研究，土木学会論文集 F1(トンネル工学), Vol.67，No3，

pp.25-32，2011. 

2) 足立紀尚，田村武：高圧湧水下のトンネル工における水抜孔の効果と注入域の適

正規模，土木学会論文・報告集，Vol.280，pp.87-98，1978. 

3) 北村章，柴田陽一：青函トンネル海底部の注入および支保の設計とその効果，土

と基礎，Vol.36(7)，pp.37-42，1988. 

4) 田中忠次：有限要素法による変形・安定解析(主として砂質土を対象にして)，わ

かりやすい土質力学原論[第 1 回改訂版]，地盤工学会，1992. 

5) 吉川大三，坂井五郎，高橋正義，木村裕俊，先山友康：青函トンネル維持管理に

おける内空断面測定，トンネル工学研究発表会論文報告集，Vol.6，pp.211-216，

1996. 

6) 例えば，吉田秀典，宇田圭一：圧縮荷重下におけるコンクリートの破壊領域の形

成に関する一考察，構造工学論文集，Vol.50A，pp.935-942，2004. 

7) 矢萩秀一，入江健二，大門信之，中村兵次，鈴木久尚：施工過程を考慮したシー

ルドトンネル覆工の応力計算方法，土木学会論文集 F，Vol.65，No2，pp.128-147，

2009. 

8) 永井哲夫，張玉軍，小谷野康之：有限要素法によるトンネル掘削解析における掘

削および地山のモデル化について，トンネル工学研究発表会論文報告集，Vol.7，

pp.99-104，1997. 

9) 土木学会トンネル工学委員会(編)：山岳トンネルにおける模型実験と数値解析の

実務(トンネル・ライブラリー)，土木学会，2006. 

10) 深沢成年，柏木亮，西藤潤：海底トンネル周辺地盤の透水性低下に伴う覆工の力

学的挙動に関する考察，土木学会トンネル工学研究発表会報告集，Vol.26，報告

I-26，2016. 



第５章 内空変位と覆工応力計測によるトンネル健全性の評価 

75 

第５章 内空変位と覆工応力計測によるトンネル健全性の評価 

 

5.1 はじめに 

トンネルの健全性を評価する指標として，内空断面の変位は直接的に計測できる最

も簡易なものである．山岳トンネルの一般的な維持管理においては，まず目視検査を

行い，変状やその進行性が認められた場合において内空変位計測を実施する．3.3.1

で述べたように，青函トンネルでは開業以来，陸上部分を含む 80 断面において内空

変位を計測し，変位量の大きさや推移に応じ，1～4 回／年の頻度で計測を実施してき

た．青函トンネルの本坑内空変位計測の測線を図-5.1 に示す．測定値は当初 3 回の平

均値（測定値の偏差は最大 0.5mm を許容範囲とする）としていたが，偏差が小さい

ため，1991 年（平成 3 年）からは 2 回の測定値の平均値を採用している．なお，本

章では 1988 年の計測開始から 2009 年 2 月までの計測結果を分析する． 

 
図-5.1 本坑内空変位計測の測線（図-3.7 の再掲） 

 

5.2 内空変位の長期計測 

5.2.1 全体の傾向 

 水平測線（②-③および①-④測線）の変位に着目すると，3.3.1 に示した計測結果か

ら，内空変位量の最大値は No.71 断面の-4.6 mm で，次いで No.63 断面の-3.9mm と

なっている．他の断面の大半は内空変位量が±2 mm 以内（平均‐0.95 mm）となっ

ている．なお，断面の拡大を正，縮小を負としている．また，水平測線の内空変位量

の頻度分布（図-5.2）から，①-④測線は拡大する断面が比較的多く，②-③測線は縮
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小する断面が多い． 

青函トンネルの維持管理においては，管理値を水平測線の内空変位量 5 mm と設定

している．これは覆工コンクリートの許容応力度を設計基準強度（160kgf/cm2＝15.7 

N/mm2）の 1/3 として二次元弾性解析により求めた内空変位量である 1)．一部断面の

内空変位量がこの管理値に近づきつつあるものの，他の測定断面では内空変位量は小

さく，変位速度もが非常に小さい． 

 
図-5.2 水平測線の変位量の度数分布（2009 年 2 月計測）（図-3.12 を再掲） 

 

内空断面の変形モードを 4 つのパターンに分類したものを図-5.3（図-3.13 再掲）

に示す．A パターンが 39 箇所，C パターンが 30 箇所となり，この 2 つの変形モード

が大きな割合を占めている．A パターンはトンネルのほぼ全区間にわたって生じる変

形モードで，変位量の大きさにばらつきはあるものの，覆工コンクリート全周が周辺

地山から地圧を受けている状況を示しているものと考えられる．C パターンでは②-

③測線の変位量が相対的に大きく，さらに C パターンの変形を呈する断面の中でも特

に変位が大きいのが No.63 および No.71 断面である．B または D パターンに分類さ

れた断面の変位量は最大でも 2 mm 未満と小さく，計測時期によっては変形パターン

が変化している． 
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図-5.3 内空断面の変形モードの分類（図-3.13 を再掲） 

 

5.2.2 変位量の大きな箇所の傾向 

No.63 断面は本州方坑口より 25km800m に位置し，トンネル最深部まで 1.5 km の

場所にある．水深約 130m，土被り約 110m である．当該地点の地質は，青函トンネ

ルの地層では最も新しい砂質泥岩主体の新第三紀黒松内層の中でも最も軟弱で大量の

湧水を伴う層厚 25m に及ぶ固結度の極めて低い砂質泥岩である．そのため，先進導坑

からあらかじめ施工した補助注入も含め，当該区間を含む 700m 間の吉岡第 13 本坑

では，第 13 本坑を除く青函トンネル海底部本坑の 1m あたりの平均注入量の約 10 倍

となる，本坑 1 m あたり 167 m3 の注入を行っている．掘削工法はサイロット工法で

ある． 

No.71 断面は本州方坑口より 28km800m に位置し，トンネル最深部から北海道側

に 1.4km の場所にある．水深約 110m，土被り約 120m で，No.63 断面とほぼ等しい．

地質は粗粒凝灰岩を主体とした訓縫層で，膨張性は無く，やや軟質で固結度が低く，

浸透性が高い地層であった 2)．掘削工法は No.63 断面と同じサイロット工法である． 

この 2 断面における水平測線の変位の推移を図-5.4 に示す．両断面ともに①-④測

線の変位量は 1 mm 程度と小さいが，②-③測線は 4～5 mm と大きくなっている． 
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図-5.4 No.63，No.71 断面水平測線の内空変位の推移 

 

No.63 断面付近および No.71 断面付近の外観検査から得られた覆工コンクリートの

展開図を図-5.5 に示す．No.63 断面付近においては SL 部にトンネル軸方向のひび割

れが生じている．また，また，覆工コンクリートの打設スパン（L=9 m）の中央付近

に円周方向に，隣接するスパンにもひび割れが発生している．No.71 断面付近におい

ては打継ぎ目に滴下水との記載があるものの，目視で確認しうるひび割れは無い． 

No.63 断面の覆工コンクリート打設スパン（L=9 m）の中央付近に円周方向にひび

割れは，隣接するスパンにも同様に発生しており，天端部などで交差するような方向

のひび割れは発生していないことから，局所的な土圧や偏圧によるものではなく，収

縮ひび割れと考えている．一方，SL 部のトンネル軸方向のひび割れは，何本もなく

また隣接するスパンと連続的するようなひび割れではないことから，覆工の健全性に

問題が生じるものではないと考えている． 
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No.63 断面              No.71 断面 

図-5.5 No.63，No.71 断面付近の覆工コンクリートの展開図 

 

計測された変形パターンの分布を図-5.6 に示す．棒グラフの高さで変形パターンを

表した．1 mm 以下の変位は測定の時期により測定誤差もあり変形パターンが変化す

ることもあるため，①-④測線，②-③測線の変位のいずれか 1 mm を超えているもの

だけを示した．C パターンを示す箇所が No.63，No. 71 断面を含む，海底中央部に出

現する青函トンネルの地層では最も新しい黒松内層の未固結砂層区間やその前後の軟

質な砂質泥岩の区間などに集中している． 

図-5.6 計測された変形パターンの分布 
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 これは，周辺地盤から土水圧を受けている状況に加え，掘削時の地山の緩み範囲が

他の区間に比べ大きいと考えられるため，他の区間よりも上部からの土圧が大きく，

さらにインバートコンクリートを最後に打設する施工順序から，側壁コンクリートと

インバートコンクリートが不連続となっていると想定した場合，脚部が開くような変

形となることが考えられる．ただし，サイロット工法の側壁部はアーチ部に比べ相当

厚く，脚部では 1.5m 以上の厚さがあり，外に開くような変位が小さくなっているも

のと推定している． 

 

5.3 覆工コンクリート応力の計測 

内空変位計測は 1988 年の開業時以来継続的に実施されており，他の計測項目と併

せてトンネルの健全性が評価されてきた．しかし，内空変位の計測開始時点ではすで

に覆工コンクリートに変位が生じているため，覆工コンクリート完成直後からの累計

の変位計測値ではない．一方で，内空変位量は 2 つの断面において，設定した管理値

（5mm）に近づいている．変位が比較的大きい断面で健全性の検証を行うため，No.63

断面および No.71 断面において覆工コンクリートの応力計測を実施した．覆工コンク

リートの現状の応力を計測することにより，現状の内空変位量と応力の関係を把握で

き，また今後，内空変位が増加した場合における覆工コンクリートの健全性も評価す

ることができる． 

覆工コンクリート応力の計測は，ボーリングの孔底に貼付したストレインセルのオ

ーバーコアリング後の解放ひずみを利用する孔底ひずみ法 3),4)を用いた．計測位置断

面図を図-5.7 に示す．計測は両断面ともに図に示す 6 箇所ずつとした．また，計測深

さは，内空側縁応力，覆工中央部の応力を求めるため，覆工コンクリート表面より 5

～10 cm の深さ（以下，覆工表面部という．）ならびに覆工コンクリートまたはインバ

ートコンクリートの厚さの中間付近の深さ（以下，覆工中央部という．）とした．覆工

表面部は平面孔底ひずみ法による二次元計測により，覆工中央部は円錐孔底ひずみ法

による三次元計測により，それぞれ計測した．オーバーコアリング後の解放ひずみを

利用する二次元平面孔底ひずみ法，三次元円錐孔底ひずみ法の概要を図-5.8 に示す． 

覆工コンクリートの応力計測は同じ断面内で 2005 年～2010 年の 5 年にわたり順次

実施した．これは青函トンネルでは夜間も列車が走行しており，作業に使用できる時

間を長時間確保することが難しいこと，および予算上の制約のためである．計測時期



第５章 内空変位と覆工応力計測によるトンネル健全性の評価 

81 

の違いによる計測結果への影響については，図-5.4 において 6,000～7,500 日の頃の

内空変位量の値は，各測線ともにこの期間内において変化は小さいので，応力の変化

量に与える影響も小さいと推定でき，ここでは計測時期の違いは無視できるとした． 

図-5.7 応力計測位置断面図 

図-5.8 二次元，三次元孔底ひずみ法の概要 

 

5.4 計測結果と覆工コンクリートの評価 

覆工コンクリートの応力の計測結果を図-5.9 に示し，そのうち円周方向の最大主応

力を表-5.1 に示す．覆工コンクリート覆工中央部の三次元応力計測の結果を見ると，

両断面ともに各計測点の最大主応力の方向はアーチコンクリートやインバートコンク

OC：オーバーコア 

CL

SL

RL

アーチ天端部

2010年調査

アーチ右肩部

2009年調査

アーチSL上部

2006年調査

側壁部

2005年調査

インバート端部

2007年調査

インバート中央部

2007年調査
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リートの円周方向となっている．さらに，アーチコンクリートの円周方向の応力はす

べて圧縮を示していることから，覆工コンクリートが土圧等の外力を受けた際に，ア

ーチ効果によって部材に軸圧縮力が作用した結果を表しており，健全な支保機能が維

持されていると考えられる． 

No.63 断面            No.71 断面 

図-5.9 覆工コンクリートの応力の計測結果 6) 

 

表-5.1 覆工コンクリート応力計測結果（No.63，No.71 断面）（表-3.1 再掲） 

 （単位：N/mm2，圧縮：正） 
計測箇所 

 

断面 No. 

天端部 

E 

肩部 

F 

SL 上部 

A 

側壁部 

B 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ端部 

D 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ中央 

C 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT 

No.63 断面  5.7 8.0 16.2 8.6 7.3 5.3 4.2 6.3 4.7 10.4 1.0 4.9 

No.71 断面  7.0 2.7  2.3 3.5 4.2 4.5 4.5 3.0 3.1  2.0 0.5 1.4 

IN：覆工表面部（内空表面から深さ 5cm），OUT：覆工中央部（内空表面から深さ 45cm）の計測値 

圧縮を正とする 
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両断面ともに，1 点を除くいずれの測点も 10 N/mm2 程度以下で，建設時の設計基

準強度 15.7N/mm2 と比較しても十分小さい値となっている．ただし，No.63 断面の 1

測点の応力（アーチ肩部の円周方向応力）が，覆工表面部の二次元計測で 16.2 N/mm2

（圧縮）を示している．これは設計基準強度をわずかではあるがオーバーしているこ

とから，当該断面は注意深く経過を観察・計測していく必要がある．しかしながら実

際には，表-5.2 に示すボーリングコアを使用した圧縮試験の結果と比較すると，最大

応力を計測したアーチ肩部での覆工コンクリートの圧縮強度は 37.4 N/mm2，当該断

面の他の測点でも 30 N/mm2 以上となっており，計測された応力はこれを大きく下回

っている．また，他の測点では応力が設計基準強度と比較しても半分程度以下と十分

小さいことから，覆工コンクリートとして健全性に問題はないと考えられる．この圧

縮強度試験は各々の測定点において 3～5 本の供試体にて行ったもので，表-5.2 に示

す値はその平均値であり，全供試体において設計基準強度を下回ることはなかった．

また，青函トンネルでは，No.63 断面を含め覆工コンクリートにフライアッシュセメ

ントを採用している．青函トンネル施工時に実施された試験においても，フライアッ

シュセメントは普通ポルトランドセメントよりも，強度の立ち上がりは遅いものの長

期強度や耐海水性に優れていることが確認されている 5）．以上のことから，一部局所

的に設計基準強度を超える箇所があったとしても他の状況を踏まえトンネルの健全性

に問題はないと考えることができる． 

 

表-5.2 ボーリングコアを使用した圧縮試験の結果 

（単位：N/mm2）     

測定位置 No.63 断面 No.71 断面 

アーチ天端部 31.5 35.4 

アーチ肩部 37.4 33.5 

アーチ SL 上部 34.7 34.6 

側壁部 38.8 42.9 

インバート端部 37.6 26.3 

インバート中央部 35.2 31.0 
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No.63 断面のアーチ肩部の覆工表面部で最大値 16.2 N/mm2 を示している．アーチ

肩部は覆工中央部も 8 N/mm2 と他の計測箇所と同等またはそれ以上の圧縮応力とな

っている．また，No.63 断面のその他の測点では覆工表面部と覆工中央部の応力がほ

ぼ等しい数値で圧縮状態にあることから，覆工コンクリートはその厚さ全体でアーチ

作用による軸圧縮応力を受けた状態であると考えられる．また，インバート中央部で

は引張応力（0.5 N/mm2）が覆工中央部付近で発生しているが，その値はほとんど 0

に近い値であり，他の計測点では圧縮応力が発生しているので，インバートも覆工コ

ンクリートと同様に軸圧縮状態であると考えられる． 

No.71 断面での応力の最大値は天端部の覆工中央部で 7.0 N/mm2 となっている．全

体的に No.63 断面と比較して小さいが，No.63 断面同様いずれの測点も圧縮応力とな

っている．天端部では覆工表面部の応力 7.0 N/mm2 に対して覆工中央部が 2.7 N/mm2

となっている．No.63 断面と同じく他の測点はいずれも覆工表面側と覆工中央部でほ

ぼ等しい圧縮応力となっていることから， No.71 断面も覆工コンクリートはその厚さ

全体でアーチ作用による軸圧縮応力を受けた状態であると考えられる．また，インバ

ート部では No.63 断面と同様に覆工中央部付近で引張応力（0.4 N/mm2）が発生して

いるが，その値は非常に小さい． 

これらのことから，No.63，No.71 断面ともに，覆工コンクリートはアーチ構造物

として軸力が作用した状態であること，コンクリートの発生応力は強度に対して十分

小さいことが分かった．したがって，青函トンネルの覆工コンクリートの健全性に問

題はないと評価できる． 

 

5.5 内空変位の覆工打設時からの累積変位量と将来変位量の推定 

青函トンネルでは，掘削工法や掘削から覆工コンクリート施工までの時間も工区に

より大きく異なる．例えば，No.63，No.71 断面では，サイロット掘削，側壁コンク

リート打設からアーチコンクリート打設まで 1 年程度，アーチコンクリート打設から

インバートコンクリート打設しトンネルが完成するまで 1 年程度要している．さらに，

1988 年（昭和 63 年）の開業まで数年を要した後，維持管理のための内空変位の計測

が開始されている．したがって，維持管理の計測が開始された 1988 年（昭和 63 年）

時点における内空変位の値は 0 からのスタートではなく，ある程度内空変位が生じて

いた段階からの計測開始となっていることが考えられる． 
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現在計測されている内空変位量は，開業時に計測を開始したものであり，覆工コン

クリート打設完了時点からの変位量（以下，累積変位量という）は，現在の計測値よ

りも大きな値であると考えられる．内空変位量の大きな No.63 断面，No.71 断面の掘

削工法はサイロット工法であり，上記のような施工手順で期間を要してコンクリート

が打設されている．その間，側壁導坑の掘削後に打設される側壁コンクリートには，

その後の上半掘削などに伴う地山のゆるみ荷重やアーチコンクリートの荷重を受けて

計測開始前から変位が生じている 7)．また，アーチ部の覆工コンクリートについても

内空変位は打設直後から発生していたことが想定される．これまで示してきた内空変

位計測値は，覆工コンクリート打設完了から開業まで数年経た後，維持管理のための

内空変位の計測が開始されている．そこで，累積変位量を推定し，累積変位量と現在

の覆工コンクリートの応力の関係が分かれば，さらに今後の変位量を推定することに

より，今後想定される変位量における覆工コンクリートの応力も推定できることとな

る． 

累積変位量を推定するにあたり，ここでは，これまでの内空変位量の計測結果を統

計的に扱うことで累積変位量を求めることとした． 

累積変位量の概念図を図-5.10 に示す． 

 

図-5.10 累積変位量の概念図 
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実際の内空変位量の計測結果は，測定誤差等も含む一時的な変動を除くと，時間の

経過とともに変位量が次第に大きくなるが，変化率は次第に小さくなっている．計測

開始前の内空変位量については，打設完了時からの変位量を推定するにあたり，計測

を開始した時点以降現在までの推移を遡って同様の傾向にあるものとした．累積変位

量の推定には一次元 2 要素の粘弾性モデル（Voigt Model）から求まるクリープ変位

の式（5.1）を用いることとした．ただし，粘弾性モデル（Voigt Model）から求まる

クリープ変位の式は収束していくものであるが，一方で，他のトンネルの事例から，

内空変位量は必ずしも収束するとは限らず，収束しない事例もある．そのため，ここ

では，変位量の変化率が次第に小さくなっている実際の計測値の推移を踏まえ，これ

までの計測値の傾向から相関のよい類似関数として統計的に類推するもので，内空変

位量が収束するとしているものではない．当該式で推定した今後の推定値と実際の計

測値を比較することとで，収束の方向から大きく乖離していく（危険側に変位する）

ことの有無を確認しようとするための近似曲線による推定である． 

 

           u(t)＝a－c・exp (－b・t)          （5.1） 

ここで，u：内空変位量，t：時間，a,b,c ：定数（b > 0)である． 

 

対象とする断面は，内空変位量が最も大きく，応力計測も実施した 2 断面であり，

両断面ともに変位が大きい②-③測線とした．No.63 断面は 1984 年（昭和 59 年）6

月頃に覆工コンクリートの打設が完了しているため，計測開始時期より 45 箇月（1,350

日）遡って累積変位量を求める．一方，No.71 断面は 1980 年（昭和 55 年）6 月頃に

打設が完了しているため，93 箇月（2,800 日）遡って累積変位量を求める．図-5.11，

図-5.12 に両断面の結果を示す． 

その結果，No.63 断面では累積変位量は 6.0mm，No.71 断面では累積変位量は

6.5mm と算定された．なお，想定した近似曲線の相関係数 r2 は 0.89，0.88 と高い相

関を示している． 

この近似曲線を用いて，さらに，開業 100 年後の内空変位の推定量を求める．その

結果，No.63 断面は変位量 4.3mm（累積変位量 6.4 mm）に，No.71 断面では現在 4.6 

mm と計測されている変位量が 7.6 mm（累積変位量 9.5 mm）まで増加すると想定さ

れる．  
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図-5.11 No.63 断面における粘弾性モデルによる変位量の予測 

 

 

図-5.12 No.71 断面における粘弾性モデルによる変位量の予測 

 

5.6 覆工コンクリート応力の推定値とトンネルの健全性評価 

本項では前項の結果に基づき，内空変位の現状値と累積変位量の将来推定値の差分

より想定される開業 100 年後の応力を推定し，トンネルの健全性について評価する．

覆工コンクリートを弾性体と仮定した場合の応力と変位の関係を表す概念図を図

-5.13 に示す． 

881.0
)00004.0exp(64.1632.17)(

2R
ttu

880.0
)0001.0exp(16.773.7)(

2R
ttu

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-5000 5000 15000 25000 35000

変
位

量
(
m
m
)

日数

近似曲線

計測値

894.0
)0003.0exp(99.329.4)(

2R
ttu



第５章 内空変位と覆工応力計測によるトンネル健全性の評価 

88 

 

図-5.13 覆工コンクリートの応力と変位の関係 

 

覆工コンクリートが弾性体であり，変形モードが経年により変化することはないと

仮定すると，半径方向の内空変位と円周方向応力とは比例関係が成り立つ．そこで，

前項で示した内空変位量の将来推定値より，2 断面の開業 100 年後の円周方向応力を

推定したものを表-5.3 に示す．なお，ここでは各断面で最も大きい応力となる位置の

みを示す．この結果と表-5.2 の覆工コンクリートの圧縮試験の結果より，開業 100

年後においても十分に余裕を持った応力状態であることが示された． 

 

表-5.3 開業 100 年後の円周方向応力最大値の推定値（単位：N/mm2） 

 No.63 断面 No.71 断面 

推定応力 17.3 10.2 

 

推定応力の最大値が覆工コンクリートの設計基準強度となる場合の変位量を求め

ると，No.71 断面では②-③測線で 12.6mm（累積変位量 14.5mm），また，No.63 断

面の肩部を除く応力の最大値がアーチコンクリートの設計基準強度となる場合の変位

量は，②-③側線で 9.7mm（累積変位量 11.8mm)となる．5.4 でも述べたように，実

際の覆工コンクリート強度は設計時基準強度を 2 倍程度以上上回っている．一方，

No.63 断面では，肩部 1 点でわずかに設計基準強度を超えている．そのため，実際上

の覆工コンクリートの健全性は全く問題がないと考えられるが，基準強度を超えた断

面ではそのことを念頭に入念な外観検査も併せて内空変位計測を行うことで，引き続
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き健全性は確保できると考えられる．これらのことから，推定される今後の内空変位

量と実際の計測値を比較し，さらに上記の変位量とも比較することで，覆工コンクリ

ートの応力状態が把握できる． 

したがって，内空変位計測を実施し，計測値の推移から傾向を把握するとともに将

来の計測値を推定して，その推定値との実際の計測値を比較することで，覆工コンク

リートの健全性を評価することができる． 

 

5.7 内空変位計測による維持管理 

これまでに述べてきたことから，注入域の健全性が保たれている場合にあっては，

トンネルの健全性評価のために，以下のような維持管理を行えばよいと考えられる． 

一般的なトンネルと同様に外観検査を定期的に実施するとともに，これまで実施し

てきた内空変位計測を継続していくことが重要である． 

内空変位計測によって健全性の評価を行うにあたっては，現在用いられている  

5mm という数値は引き続き管理の目安とすればよいと考える．この数値は前述した

ように十分安全側の値と考えられるため，内空変位量がこの数値を上回ったからとい

って直ちに対策が必要となるものではない．まずは，変位の計測値や傾向が今回推定

した値と比較して大きく上回るかどうか把握することが重要である．仮に変位の増加

傾向が従来の傾向から求めた近似曲線から大きな乖離が生じるようであれば，内空変

位計測の頻度を上げ，必要に応じ，これまで随時行ってきた計測項目も追加して状況

を注視していくことが重要となる．また，内空変位の計測値が大きく変動する場合も

同様である．その上で，変位増加の原因の推定を行い，必要により対策を講じていく

ことになる．なお，内空変位の管理値は一律 5mm として設定されているが，個々の

断面における将来の推定値と計測値の比較において，大きな乖離とする具体的な目安

については今後の課題であると考える． 

 

5.8 結論 

本章では，青函トンネルにおいて維持管理のために開業以来実施されている内空変

位計測および覆工コンクリートの応力計測の結果を整理，分析した．その結果，以下

のような結論が得られた． 

(1) 内空変位量が大きい No.63 と No.71 断面において覆工コンクリートの応力計測
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を実施した結果，ほとんどの測点の応力は設計基準強度と比べても十分小さい

ものである．さらに，当該断面の供試体の強度は設計基準強度を大きく上回っ

ており，実際の覆工コンクリートの強度は十分に大きい．なお，１箇所の測点

において，わずかではあるが設計基準強度を超えた値があるため，計測管理に

あたっては，このことを念頭に引き続き注意深く観察・計測していく必要があ

る． 

(2) 覆工コンクリートの最大主応力は圧縮で，すべてがアーチコンクリートの円周

方向となっていることから，覆工コンクリート全体がアーチ圧縮構造として機

能している． 

(3) (1)(2)から，現状における青函トンネルの覆工コンクリートは健全であるといえ

る． 

(4) これまでの内空変位計測の推移の傾向から統計的に近似曲線を推定した．近似

曲線には粘弾性モデルから求まるクリープ変形の式をあてはめた．その結果，

相関係数 r2 は 0.89，0.88 となり高い相関が示された．近似曲線を計測開始以

前にも適用して累計内空変位量を求め，さらに将来にも適用して 100 年後の変

位量も推定した．開業 100 年後の内空変位の推定量に応じた覆工コンクリート

応力を推定した結果は圧縮強度に比べ十分小さな値となり，今後とも覆工コン

クリートの健全性は保持されると推定される． 

(5) 青函トンネルの内空変位計測の継続は，トンネルの健全性を評価するために重

要である．内空変位量の計測値が将来の推定値から大きく乖離することなく推

移しているかを確認することで，青函トンネルの健全性を評価できる． 
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第６章 覆工ひずみの周期的挙動のトンネル健全性への影響評価  

 

6.1 はじめに 

覆工コンクリートに設置されたひずみ計の計測結果については山口ら 1)や先山

ら 2)などによって定性的な評価がなされているものの，特徴的な周期的変動のメ

カニズムやひずみに影響を与える因子については明らかとはなっていない．   

そこで本章では，覆工コンクリートのひずみの周期的な挙動に影響を与えている

要因を分析，考察する．そして，覆工ひずみの周期的変動要因の覆工コンクリー

トの健全性への影響について評価する．  

 

6.2 覆工コンクリートのひずみ計測  

6.2.1 ひずみ計測の概要 

ひずみ計は海底部において軟弱な地山や膨張性を呈した地山など，施工が難航し

た 4 地点に設置し，計測を行っている．青函トンネルの縦断図を図-6.1 に，ひず

み計設置概要図を図-6.2 に示す．1 地点あたりの測定断面は 3 断面で，各断面の

間隔は 50m である．本州側から A 断面，B 断面，C 断面とし，円周方向のひずみ

計を A 断面と C 断面に，トンネル軸方向のひずみ計を全断面に設置している．円

周方向のひずみ計は，左右対称に 1 断面あたり 7 箇所，青函トンネル全体で円周

方向 56 箇所，トンネル軸方向 28 箇所で計測を行っている．  

 

 
図-6.1 ひずみ計の設置位置  （図-3.9 再掲） 
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図-6.2 ひずみ計設置概要図 3) 

 

 ひずみ計の設置位置を表-6.1 に示す．なお，ひずみ計設置位置の地質と施工状

況は 3.1.2 に示したとおりである． 

表-6.1 ひずみ計設置位置 

地点番号  地点名  
位置  

（青函トンネル入口起点）  

[1] 出水断層部  16km800m 付近  

[2] 火砕岩脈部  21km700m 付近  

[3] 不整合部  30km000m 付近  

[4] F10 断層部  33km000m 付近  

 

6.2.2 ひずみ計測における周期的挙動 

計測結果を図-6.3，図-6.4 に示す．図には計測を開始した 1988 年 3 月から 2013

年 3 月までの結果を示しており，2009 年 3 月までは 4 日おきのデータを，それ以

降は 1 日ごとのデータを使用している．引張ひずみを正とする．  

円周方向のひずみは，周期がおよそ 1 年の変動を繰り返しながら漸増または漸減

しているが，現在では収束傾向にあるようにみえる．大きさは最大でおよそ

600×10-6（600μ）であるが，大半の計測結果は 400μ程度以下である．全体的に

は引張ひずみを生じている箇所が多いが，ひずみ計を設置している箇所（天端や

肩部など）における特徴的な傾向は見られない．ひずみ計設置位置に最も近い内
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空変位計測箇所における変形パターンは，C パターン（SL 上部は内側に，脚部は

外側に変形）であるが，その挙動を考慮してもひずみ計の設置箇所による特徴的

な傾向は見られない．  

 

 

A 断面               C 断面 

図-6.3 計測結果（地点[3]円周方向ひずみ） 3) 

 

図-6.4 計測結果（地点[3]軸方向ひずみ） 3) 

 

軸方向のひずみについては，円周方向と同様に，周期がおよそ 1 年の変動を繰り

返しながら漸増または漸減しており，現在では収束傾向にあるようにみえる．全

体的には圧縮ひずみを生じている箇所が多い．  

なお，経時グラフに一部欠落が見られるが欠測である．また，2008 年 1 月～2

月において，4 地点の計器のアンプ類および気圧計について交換が行われており，

その前後で変動幅が大きく異なっている．  

ひずみの周期的な挙動については 6.3 で分析を行うこととするが，およそ 1 年

周期の変動を繰り返しながら，およそ 400μまでひずみが漸増，漸減しているこ
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とについては，次のように考えている．覆工ひずみの計測箇所の施工方法がサイ

ロット工法であり，覆工コンクリートの打設までに掘削から相当程度時間を要し

ていること，また，計測箇所が青函トンネルの施工時に難航をしたもしくは地質

状況が悪い代表的な箇所であることから覆工コンクリートに地圧が作用している

ものと考えられる．しかしながら，内空変位計測と同様に収束傾向にあることか

らも地圧による影響は安定しているものと考えられる．  

 青函トンネルの供用中に発生した主な地震と最大加速度を表-6.2 に示す．地震

計は図-6.1 および表-6.1 に示したひずみ計と同じ位置に設置されている．この中

で，最も大きな加速度を記録した 1993 年 7 月に発生した北海道南西沖地震（M7.8，

震源から約 200km）では，地上部（木古内）での警報地震計で 214gal の最大加

速度，地点 [3]の地震計で 67gal の最大加速度を観測した．この時，円周方向では

C 断面で 200μを超えるひずみの変動を記録しているが，A 断面では大きな変動は

記録されていない．軸方向にも大きな変動は見られなかった．他の計測地点でも，

最大 200μ程度の変動を記録しているが，同じ地点でも変動が見られない測点も

あり，測点により地震時の変動は大きく異なる．地震による変動についてもひず

み計を設置している箇所による傾向は見られないが，一部の測点においてはひず

みが残留したと考えられる．なお，2011 年 3 月の東北地方東太平洋沖地震の際に

は，ほとんど変動は見られなかった．  

 

表-6.2 青函トンネルにおける地震記録 

日時  
地震名  

（または震源）  

地震の  

規模 (M) 

加速度 (gal) 

地点 [1] 地点 [2] 地点 [3] 地点 [4] 

1993/1/15 釧路沖  7.6   7 6 

1993/7/12 北海道南西沖  7.8 38 39 67 56 

2003/7/20 津軽海峡  4.1    33 

2003/9/26 十勝沖  8.0  5 8 7 

2008/7/24 岩手県沿岸北部  6.8  5 5  

2011/3/11 東北地方太平洋沖  9.0  7 10 6 

2011/3/12 秋田県沖  6.4 7 8 18 13 
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6.3 ひずみの周期的挙動に関する分析 

6.3.1 坑内気温との相関 

本項では，ひずみが年変動を繰り返している点に着目し，同じく年変動をする

坑内気温との相関について分析する．ここでは，2012 年 10 月から 2013 年 10 月

までの 1 時間ごとのデータを使用して分析を行う．図-6.5，図-6.6 にひずみと坑

内気温との関係の一例を示す．ひずみは気温の下降とともに増加（引張側に変動）

し，気温の上昇からやや遅れを伴って減少（圧縮側）へと転じる．その他すべて

のひずみ計について確認したところ，円周方向のひずみは 56 個所中 54 個所で逆

位相を示しているが，トンネル軸方向については，28 個所中 12 個所で正位相も

10 個所あった．  

 トンネル内の気温が上昇すると，コンクリートは膨張しようとする．円周方向

のひずみを考えると，覆工コンクリートは地山側が拘束されているため圧縮ひず

みが生じる．一方で軸方向についても覆工コンクリートは拘束を受けているが，

拘束している覆工コンクリート自体も気温の変化に伴って膨張（または収縮）し

ているので，その挙動は複雑である．そのため，軸方向のひずみについては温度

変化によるひずみの変化が一様ではないと考えている．  

 

図-6.5 坑内気温とひずみ（地点[2]A 断面 a）3) 
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図-6.6 坑内気温とひずみ（地点[2]A 断面 h） 

 ここで，コンクリートの熱膨張係数を 1.0×10-5（／℃）とし，気温が 4℃変化し

た場合の拘束のないコンクリートに生じるひずみの変化は 40μとなる．実際の覆

工コンクリートには背面の拘束や軸方向の拘束などがあるため，温度変化による

ひずみの変化を正確に求めることは困難であるが，実際に計測されているひずみ

の変化は，気温の変化によるものと推察できる．気温による実際のひずみの変動

は図-6.5 から約 20μであり，コンクリートの弾性係数を 30×103N/mm2 とすると，

ひずみの変動によって生じる応力は 0.6N/mm2 と求めることができる．これは，

前章で述べたアーチ圧縮状態にある覆工コンクリートの強度と比較しても十分に

小さく，覆工コンクリートの健全性に影響を与えるものではない．  

次に，式(6.1)により，ひずみと気温の相互相関関数を求める．気温が原因とな

りひずみが変動しているならば，式(6.1)により求められる関数は，気温とひずみ

をある時間τずらした場合に最大値または最小値となるような関数となる．  

 

( ) = { ( ) − ̅} ∙ { ( + ) − } (6.1) 
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ここで，  

－LAG≦τ≦LAG 

 LAG = 180 日  = 4320 時間  

x(t) : 気温， y(t) : ひずみ， T : 記録長  

 

図-6.7，図-6.8 に相互相関関数を示す．縦軸はひずみと気温の積の総和，横軸

は位相の遅れを示す．  

円周方向ひずみは気温の上昇に対してひずみが圧縮側に移行する，逆相関を示し

ている．気温に対する遅れは数日から 1 か月程度である．トンネル軸方向につい

ては，断面 B のひずみ計 C が円周方向と同様なパターンを示し，断面 A のひずみ

計 h，断面 B のひずみ計 A，断面 C のひずみ計 i が正位相となっている．気温に

対する遅れは断面 C のひずみ計 i を除いて円周方向とほぼ同様にみえる．このよ

うに円周方向においては，極大，極小が明瞭となっており，気温との相関が高い

ことを示すことが分かった．  

  

A 断面               C 断面  

図-6.7 坑内気温とひずみの相互相関（地点[3]円周方向ひずみ）3) 

 
図-6.8 坑内気温とひずみの相互相関（地点[3]軸方向ひずみ） 3) 
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6.3.2 潮汐との相関 

潮汐とひずみの相関については，山口ら 1)が，海面の干満時刻とひずみの日変化

のピークが合致していると述べている．そこでは，山口ら 1)が約 1 か月間の 2 箇

所のひずみ計，先山ら 2)が 2 日間の 1 箇所のひずみ計の計測結果のみを対象とし

ている．  

そこで本項では，全てのひずみ計の 1 年間の計測結果を対象に，スペクトル解析

を行うことによって，ひずみの周波数ごとの振幅値を算出した．計算には高速フ

ーリエ変換プログラムを使用した．  

ここで，潮汐の主要 4 分潮を表-6.3 に示す．起潮力は太陽と月の運動で決まる

ため，周波数軸上に展開された調和展開を用いることで計算することができ，こ

のときに展開された各成分を分潮と呼ぶ．その中でもとくに起潮力が大きな分潮

がこの 4 分潮である．  

 

表-6.3 主要 4 分潮 

種別  記号  名称  周期（時間）  

日周潮  O1 主太陰日周潮  25.819341 

日周潮  K1 日月合成日周潮  23.934469 

半日周潮  M2 主太陰半日周潮  12.420601 

半日周潮  S2 主太陽半日周潮  12.000000 

 

図-6.9～図-6.11 に計算結果を示す．縦軸はひずみと時間の積である．計算にお

いては時間の単位を秒とした．図より，主要 4 分潮に対応する個所にインパルス

状のピークが出ていることが分かる．この主要分潮に対する応答を表-6.4 にまと

め，次のようなことがいえる．  

 円周方向ひずみにおいては，4 分潮すべてにピークが認められる．一方，軸

方向ひずみにおいては，一部測点で K1 分潮のわずかなピークが認められる

がその他の分潮にはピークはほとんど認められない．  

 円周方向ひずみにおいて，半日周期の M2 分潮は 4 分潮中最大のピークを示

している．  

 円周方向ひずみにおいて，半日周期の S2 分潮の振幅は M2 分潮と同程度か
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やや小さくなっている．  

 日周潮の K1，O1 分潮は，円周方向ひずみでは全ての測点でピークがあるも

のの，半日周期の M2 分潮，S2 分潮よりも小さい．  

 ただし，気温も日周期の変動をすることから，これらのピークが全て潮汐に

よる影響であるとはいえない．  

このように，時間単位の計測結果を対象にスペクトル解析を実施した結果，ひず

みの変動には潮汐の影響も受けているが，その影響は，日周期よりも半日周期の

分潮に応答していることが分かった．図-6.12 に 1 日におけるひずみの変化の一例

を示すが，変動幅は 1μ程度であり，かつ，潮汐による変動は気温による変動より

も小さいため，覆工コンクリートの健全性に与える影響は無視してよいと考えら

える． 

図-6.9 ひずみのフーリエ振幅スペクトル（地点[3]A 断面円周方向）3) 

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計a

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計b

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計c

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計d

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計e

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計f

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計g



第６章 覆工ひずみの周期的挙動のトンネル健全性への影響評価 

101 

図-6.10 ひずみのフーリエ振幅スペクトル（地点[3]C 断面円周方向）3) 

 

図-6.11 ひずみのフーリエ振幅スペクトル（地点[3]軸方向）3)  

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計a

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計b

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計c

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計d

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計e

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計f

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計g

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計h

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計i

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計A

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計B

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計C

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計h

M2, 
12.420601 

S2, 
12.000000 

O1, 
25.819341 

K1, 
23.934469 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10 15 20 25 30

[μ・t]

周期[hour]

ひずみ計i



第６章 覆工ひずみの周期的挙動のトンネル健全性への影響評価 

102 

表-6.4 ひずみのフーリエ振幅スペクトルの 4 分潮に対するピーク  

地

点 

断

面 

円周方向ひずみ計  

a b c d E f g 

[3] 
A ○◎○○ ○◎○○ ○◎○○ ○◎○△ ○◎○○ ○◎○○ ○◎○○ 

C ○◎○○ ○◎○○ ○◎○○ △◎○○ ○◎○○ △◎○○ ○◎○○ 

 

地点 断面 
軸方向ひずみ計  

h i A B C 

[3] 

A ×××× ××××    

B   ××△× ×××× ××△× 

C ×××× ××××    

※表中の 4 つの記号は左から S2，M2，K1，O1 分潮のピークの有無を表しており， 

◎：4 分潮中最大，○：有り，×：（ほとんど）無し，△：わずかに認められる，とする． 

図-6.12 1 日におけるひずみの変化（地点[2]A 断面 a）  

 

6.3.3 計測されたひずみの妥当性の検証 

前述のとおり，2008 年 1 月～2 月にかけて計器のアンプ類の交換が行われ，こ

の時期を境として計測されるひずみの変動が小さくなる現象が起きている．この

現象は全ての計測点において，アンプ交換後に発生していることから，この作業

が原因と考えて良いといえる．そのため，計測されたひずみの妥当性について考
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える．まず，アンプ交換後の計測値と，厚肉円筒理論より求められるひずみの概

略計算値を比較し検証する．  

内径が a，外径が b で軸対称の温度分布をもつ厚肉円筒問題を考える．温度分布

T が半径 r で表される場合の，応力のつり合い式は，半径方向応力 σr，円周方向

の応力を σθ とすると，次式が成り立つ．  

+ − = 0 
これに応力－ひずみ関係，ひずみ－変位関係を代入すると平面ひずみの場合，熱

膨張係数を α，ポアソン比を ν，半径方向変位を u とすると

1 ( ) = (1 + )(1 − )  

となる．これを積分することで半径方向変位，半径方向および円周方向応力が求

まる．ここで，a=5.0，b=6.0，E=30×103N/mm2，ν=0.2 と仮定し，下記の境界条

件を与えると表-6.5 のようになる．  

円筒外殻固定なしの場合の境界条件  

r=a において = 0 

r=b において = 0 

円筒外殻固定ありの場合の境界条件  

r=a で = 0 

r=b で u=0 

 

表-6.5 円周方向ひずみの概算値  

 
円筒外殻固定なし 円筒外殻完全固定 

円周方向ひずみ 52.1μ -9.8μ 

 

表-6.5 は円周方向ひずみの大きさの概算値を求めたものであるが，アンプ交換

後に計測されているひずみの変動値 20～30μ とほぼ同程度の大きさである．その

ため，アンプ交換後のひずみの年変動がほぼ妥当な値であると考えることができ

る．  

アンプ交換前に記録されたひずみの年変動が，アンプ交換後に比べて数倍と大
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きくなっていることから，アンプ交換前の計測値が実際よりも大きく記録されて

いたと仮定し，現在のひずみを推定することとする．  

ここでは，アンプ交換前後のひずみの年変動の平均の比を取り，アンプ交換前

の計測結果に乗じることとする．計算結果を図-6.13 に示す．ひずみは概ね 50μ

程度となり，実際に覆工コンクリートにはひび割れが発生していないこととも整

合が取れる． 

以上から，アンプ交換前のひずみの記録は，理論値や現地の状況とは符合せず

数値の妥当性には疑問が残る結果となった．しかし，ひずみの推移は内空変位と

同じように落ち着いてきており，周期的な変動の原因も主に気温であることが分

かった．地震防災システムとしてひずみ計測の役割は依然として重要であるもの

の，日常の維持管理においては内空変位を監視していくことで，トンネルの健全

性評価は十分にできると考えられる． 

図-6.13 ひずみの計算結果（地点[3]円周方向ひずみ A 断面） 

 

6.4 結論 

本章では，青函トンネルの覆工コンクリートで計測されているひずみについて，

その周期的な挙動について分析した．その結果，以下のような結論が得られた．  

(1) 坑内気温と潮汐による影響があることが明らかとなり，特に気温については，

ひずみに与える影響が比較的大きいことが分かった．  

(2) 坑内気温の変化によるひずみの変動から求められる応力は，覆工コンクリー

トの強度と比べても十分に小さく，その健全性に影響を与えるものではない

ことが分かった．  
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(3) 潮汐による変動はこれよりも小さく，今後，潮汐力が大きくなる懸念もない． 

(4) ひずみは計測開始当初は漸増または漸減していたが，近年は周期的な変化以

外には目立った変化はない．このことは，内空変位量の計測結果とも調和し

ており，ひずみに影響を与えている地圧などの外的要因に対して安定してい

るといえる．  

(5) アンプ交換と同時にひずみの年変動に差が生じたことから，記録されるひず

みの妥当性を検証したところ，アンプ交換前のひずみの記録は，理論値や現

地の状況とは符合しなかった．  

(6) 以上のことから，地震防災システムにおけるひずみ計測の役割は依然として

重要であるものの，通常の維持管理においては，これらの変動は考慮せず，

内空変位量による確認を続けていくことでトンネルの健全性を評価するこ

とができると考える．  
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第７章 結 論 

 

本研究では，25 年以上の長期にわたり計測されてきた，青函トンネルの湧水量，内

空変位，覆工コンクリート応力，ひずみなど各種計測結果を分析・解析することで，

青函トンネルの健全性を評価した．まず，各種計測結果の推移や現況を把握すること

で，青函トンネルの現状を確認した．その上で，坑内湧水量が減少する状況下におい

て，トンネル周辺地盤の透水性低下に伴う覆工コンクリートやトンネル周辺地盤の力

学的挙動を数値解析により検討した．また，内空変位と覆工コンクリート応力の関係

を分析した上で，内空変位の計測値の傾向から求めた相関の高い近似曲線により，将

来の内空変位量，覆工コンクリート応力を推定した．さらに，覆工コンクリートひず

みについてその周期的な挙動の分析を行い，トンネル健全性への影響を分析した． 

  

本論文で述べてきた青函トンネルの健全性について，第 4 章から第 6 章の結論をも

とに総括的に考察し，内空変位計測による青函トンネルの健全性評価方法と長大海底

トンネルへの適用について述べる． 

青函トンネルで実施されてきた，各種計測結果から，現在の青函トンネルの状況に

ついて確認した．その中で，湧水量は開業後 20 数年間に 25%以上の減少をしていた．

覆工コンクリートは耐海水性を有しており，中性化についても現状では問題なく，注

入材は安定した性状を維持している．また，覆工コンクリートの応力計測の結果，覆

工コンクリート全体がアーチ圧縮構造として機能しており，1 点を除き設計基準強度

と比べても十分小さく，コンクリート強度は設計基準強度を大きく上回っていた． 

これらを踏まえて，第 4 章で，坑内湧水量が減少している現状に着目し，トンネル

周辺地盤の透水性低下に伴う覆工コンクリートや周辺地盤の力学的挙動の変化を数値

解析により検討することで，将来にわたる健全性評価を行った．その結果，湧水量の

減少によって，覆工コンクリート，周辺地盤の健全性に問題は生じないという結論が

得られた．また，時間経過に伴う透水性の変化によって覆工コンクリートに作用する

応力も変化するが，その変化量はわずかであることが示された． 

さらに，第 5 章で，内空変位量のこれまでの推移から相関係数の高い近似曲線を用

いて 100 年後の変位量を推定し，変位量に伴う応力を推定した結果，覆工コンクリー

トの強度に比べ十分小さな値となり，今後とも覆工コンクリートの健全性は保持され
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ると推定された． 

また，第 6 章では，ひずみ計測の周期的挙動については，覆工コンクリートの強度

と比べても十分に小さく，その健全性に影響を与えるものではないことを示した． 

以上のことから，引き続き，注入材の耐久性が保持され，湧水量の減少が今後も同

様の傾向で推移していく場合には，内空変位量の計測値が将来の推定値から大きく乖

離することなく推移しているかを確認することで，青函トンネルの健全性を評価する

ことができることが分かった． 

さらに，第 4 章で述べたトンネル周辺地盤の透水性低下に伴う覆工コンクリートや

周辺地盤の力学的挙動の数値解析は，注入域が形成された他の地盤条件であっても同

様の傾向が想定されること，内空変位の推移についても，計測値の推移の近似曲線は

実際の計測値から求められることから，内空変位計測によりトンネルの健全性を評価

する方法は，耐久性を有する注入域が形成された長大海底トンネルの維持管理にも適

用できるものと考える． 

 

以下に，各章の概要と結論をとりまとめる． 

 第 1 章は序論として，本研究の目的や背景，論文の構成等について述べた． 

第 2 章では，一般的な鉄道・道路トンネルおよび屋内外の海底トンネルの維持管理

の考え方などについて調査し，本研究に関連する覆工コンクリートの変形と応力につ

いての既往の研究，青函トンネルの安定性に関する既往の研究について述べた．海底

トンネルの維持管理に関しては，関門トンネルでは覆工コンクリートの強度や海

水による鉄筋の腐食，コンクリートの塩化物の浸透等について計測がなされ，現

段階では問題ないとされていた．青函トンネルについては，既往の研究の中で，

青函トンネルの注入に使用されたセメント水ガラス注入材は，トンネル坑内からのボ

ーリングによるコア試験，種々の室内試験や青函トンネルにおける長期計測の分析結

果などから，施工から最長約 30 年間にわたって安定した性状を維持している．また，

吹付けコンクリートについても，施工後長期間が経過しても良好な状態が保たれてお

り，材料的な劣化は見られないことが判明している． 

一方，湧水量が減少する環境下において，ひび割れ発生時の断面力曲線を用いた覆

工コンクリートの発生断面力による健全度評価が行われ，透水係数の低下が注入域で

生じる場合には発生する断面力は小さいが，覆工背面で生じる場合には断面力の増加
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が大きくひび割れが発生する可能性があるとされている． 

第 3 章では，青函トンネルの構造，設計の考え方，施工について概説した．さらに，

開業後長期にわたり実施されてきた内空変位計測，湧水量，覆工コンクリートの応力，

強度，注入域内外における湧水圧の推移，注入域内における透水係数，水質分析の結

果を示し，考察を加えることで，青函トンネルの現在のトンネルの状態を確認した．

その結果， 

・海底部の湧水量が青函トンネル開業時の 1988 年（昭和 63 年）の 11.0m3／分程度

から 2014 年（平成 26 年）の 7.6m3／分程度まで徐々に減少している． 

・内空変位量は多くの断面で 2mm 以下である．変形パターンは SL 上部，脚部とも

に内空側に変位する A パターン，SL 上部は内空側に，脚部は地山側に変位する（脚

部の変位量はいずれも小さい．）C パターンの 2 つのパターンが大半である．内空

変位量の大きな断面では緩やかな増加が徐々に縮小している．内空変位の最大値は，

No.71 断面の 4.6mm と No.63 断面の 3.9mm である． 

・内空変位量が大きい 2 断面で実施した覆工コンクリートの応力計測では，1 点を除

く応力は設計基準強度よりも十分小さく，同断面で採取したコアの強度は設計基準

強度を大きく上回っている． 

・注入域の湧水圧はほぼ安定している． 

・注入域の透水性は注入施工時に比べあまり変化がない． 

・注入材料や覆工コンクリートは海水等に対しても長期的な耐久性を有している． 

ことなどが分かった． 

 第 4 章では，青函トンネルの坑内湧水量が減少している現状に着目し，周辺地盤の

透水性低下に伴う覆工コンクリートおよび周辺地盤の力学的挙動を数値解析により検

討することで，将来にわたるトンネルの健全性の評価を行った． 

周辺地盤の透水性変化のケースとして，①注入域の一部において透水性が低下する

ケース，②非注入域の一部において透水性が低下するケース，③注入域全体において

透水性が低下するケースを想定し，3 つのケースについてトンネル周辺の水圧分布，

覆工コンクリートの応力状態，周辺地盤の応力状態，塑性領域の変化，覆工コンクリ

ートに作用する応力と変位を調べた． 

その結果，どのケースにおいても湧水量の減少によって，覆工コンクリートの健全

性に大きな問題は生じないという結論が得られた．また，周辺地盤についても同様で
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ある．また，注入域の止水性が保持され，湧水量の減少が解析と同様の傾向で推移す

る場合には，今後とも覆工コンクリート，周辺地山の健全性は保持されるということ

ができる．そのため，今後とも湧水量計測を継続し，湧水量の減少の推移を観察して，

急激な増加や減少の傾向がないかを確認することが重要である． 

第 5 章では，青函トンネルにおいて維持管理のために開業以来実施されている内空

変位計測および覆工コンクリートの応力計測の結果を整理，分析した．さらに，内空

変位の現状値と累積変位量の将来の推定値の差分より，開業 100 年後の覆工コンクリ

ートの応力を推定し，トンネルの健全性について評価した．その結果，  

・覆工コンクリートの応力は設計基準強度と比べても十分小さく，当該断面の供試

体の強度は設計基準強度を大きく上回っている．また，覆工コンクリート全体がア

ーチ圧縮構造として機能している．これらのことから現状における青函トンネルの

覆工コンクリートは健全であるといえる． 

・内空変位計測の推移の傾向から近似曲線を求め，近似曲線から 100 年後の変位量

を推定した．内空変位の推定量に応じた覆工コンクリート応力を推定した結果は圧

縮強度に比べ十分小さな値となり，現在の状況下においては，今後とも覆工コンク

リートの健全性は保持されると推定された． 

これらの結果を踏まえて，青函トンネルにおいて内空変位計測の継続は，トンネル

の健全性を評価するために重要であり，内空変位量の計測値が将来の推定値から大き

く乖離することなく推移しているかを確認することで，トンネルの健全性を評価でき

ることが分かった． 

第 6 章では，覆工コンクリートに設置されたひずみ計の周期的な変動について，影

響を与えている要因を分析，評価することで，覆工ひずみの周期的挙動の覆工コンク

リートの健全性への影響について評価した．その結果， 

・気温によるひずみの変動によって生じる応力は 0.6MPa 程度であり，覆工コンク

リートの強度と比較しても十分に小さいこと． 

・潮汐による変動はこれよりも小さいことが明らかになった． 

そのため，地震防災システムにおけるひずみ計測の役割は依然として重要であるも

のの，通常の維持管理においては，これらの変動は考慮せず，内空変位量による確認

を続けていくことで青函トンネルの健全性を評価することができることが分かった． 
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 以上のことから，注入材の耐久性が保持され，坑内湧水量測定により，湧水量の減

少が今後も同様の傾向で推移していく場合には，内空変位量の計測値が将来の推定値

から大きく乖離することなく推移しているかを確認することで，青函トンネルの健全

性を評価することができることが分かった． 

この方法は，耐久性を有する注入域を形成する長大海底トンネルにも適用できるも

のであると考える．したがって，注入域を有する長大海底トンネルの維持管理にあた

っては，湧水量の状況を把握しながら，内空変位計測を実施し，計測値の推移から傾

向を把握するとともに将来の内空変位量を推定して，その推定値と実際の計測値を比

較することで，トンネルの健全性を評価することができると考える． 

 

青函トンネルの完成は，アメリカ大陸発見のコロンブスを輩出したイタリアジェノ

バ市から，コロンブス国際コミュニケーション賞が贈られるなど，ヨーロッパからも

注目され，英仏海峡トンネル建設をも誘発した．その完成を世界が注目した青函トン

ネルに，本年（2016 年）新幹線が開通し，その役割はさらに高まり，健全性を確認す

るための維持管理の重要性は一層高まっている．青函トンネルにおいては，長年にわ

たり内空変位計測や湧水量測定など各種の計測を継続してきたが，本坑貫通から 30

年以上を経過し，建設当時の経緯や状況を知る技術者が徐々に退職し非常に少なくな

っている現状がある．そのようなことから，計測結果をもとにしたトンネル健全性の

評価を明確にすることは大きな課題であった．そうした中で，これまで実施してきた

計測とその分析が適切であったことが分かるとともに，今後とも坑内湧水量測定と内

空変位計測を継続し，大きな変化がないかを確認することで，長大海底トンネルの健

全性を評価できるという成果が得られた．ただし，今後とも湧水量測定と内空変位計

測を確実に実施するだけでなく，引き続き各種計測データを蓄積し，分析や検討を重

ねていくことは重要であると考える． 

 

最後に本研究をまとめるにあたり得られた今後の課題について述べる． 

第 4 章で透水性低下のパターンとして 3 つのケースを想定したが，どのケースが実

際のトンネルの状況に近い状態を示すものであるのか，蓄積した計測結果をさらに分

析していく必要がある．一方，トンネルの健全性にとって最も拙いケースは，注入域

の透水性が注入材料等の劣化や注入域での亀裂の発生によって徐々に増大しているも
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のの，覆工背面において目詰まり等の理由で透水性が低下し湧水量が減少している状

態である．これは，既往の研究においても述べられている．しかしながら，秋田の研

究により注入材料は十分な耐久性を有しており，各種の試験結果によっても注入域の

劣化は認められないことから，このような状況は考えにくい．覆工背面での透水性の

低下は，例えばバクテリア，遊離石灰などにより排水口が目詰まりを起した場合など

が考えられるが，湧水は目詰まりしていないところから排出されると想定されること，

トンネルは軸方向に連続性があることなどから，覆工背面での透水性の低下がトンネ

ル軸方向に連続的に発生しているとは考えにくい．そのため，湧水量の減少は，覆工

背面の目詰まりが原因であることは考えにくいが，覆工背面の目詰まりがトンネル軸

方向に連続的に発生していないことを確認できているわけではないので，こうした想

定に対する確認は今後の課題と考えられる． 

また，実際の透水係数や湧水圧の推移を詳細に分析することにより，本研究で 3 つ

のケースを想定した周辺地盤の透水性変化に伴う海底部の湧水量減少のメカニズムを，

より実態に形で分析することができると考えられる． 

第 4 章の解析において，覆工コンクリートや周辺地盤のモデル化，境界条件の設定，

強度や剛性などの物性値をより実際の地盤条件に近いもので解析を行う点で今後の課

題と考えられる．なお，注入により地盤の剛性は高まるとするのが一般的であり，剛

性が高まれば有効応力の変化にも影響を与えるが，今回の解析では注入域と注入域外

の地盤について弾性係数を同一と仮定した．青函トンネルの注入は基本的に割裂注入

であり，地山に対する注入率も 3％程度と小さいことから，注入域の剛性は大きく変

わらないと考えたものである． 

さらに，今後とも内空変位の推移を見守っていくことが最も重要であるが，今後内

空変位計測を重ね計測値の推移と近似曲線から求まる推定値を比較していくことで，

将来の推定値の精度をさらに高めていく必要がある． 

このように，今後も課題を引き続き確認，研究，検討を重ねていくことで，本研究

の結論である，坑内湧水量の状況とともに内空変位の計測を継続し，想定した変位量

から大きな乖離や大きな変動がないかを確認する方法による健全性の評価が，一層確

かな方法になっていくものと考えている． 

最後に，青函トンネルは新幹線開業後，計測を実施しにくくなっている実態がある．

新幹線が安全に走行できる状態を維持していくためには，計測管理は欠かせない．そ
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のような中で，本論文で述べた最も重要である湧水量測定とともに内空変位計測を今

後とも継続して確実に実施していくことが肝要である．さらに，従来からの自動計測

や定期的に実施してきたその他の計測についても継続して，引き続きデータを蓄積し，

分析や検討を重ねるとともに，さらに随時必要と判断される計測，試験等を実施する

ことで，トンネルの健全性をより高いレベルで維持していくことが望まれる． 
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