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1.  はじめに 
 
（独）日本原子力研究開発機構は，高レベル放射性

廃棄物の地層処分に関する研究開発の一環として，北

海道幌延町の幌延深地層研究センターにおいて，地下

研究施設を建設している。地下研究施設は，図－1 に

示すように，3 本の立坑，深さ 140m と 250m に立坑間

を連絡する水平坑道および 300m 以深の周回試験坑道

からなり，最終的には深さ 500m となる予定である。

大成・大林・三井住友特定建設工事共同企業体により，

換気立坑，東立坑および西立坑の 3 本の立坑のうち，

現在，西立坑を除く 2 本の立坑をショートステップ工

法により施工中である。 
 立坑の標準的な工法であるショートステップ工法は，

以下のような点において，一般的な NATM によるトン

ネル掘削とは異なる。NATM によるトンネル掘削では，

吹付けコンクリート，ロックボルトおよび鋼製支保工

等を支保部材とする。トンネル掘削後，支保工により

地山の変形が収束した後，覆工コンクリートを打設す

ることが一般的であり，設計上は，地山条件が著しく

悪いなど特殊な場合を除き，覆工コンクリートに荷重

は作用しないと考える。一方，立坑の標準的な工法で

あるショートステップ工法では，覆工コンクリートが

主たる支保部材であり，掘削後ただちに切羽の側面に

覆工コンクリートを打設して坑壁を支保する 1)。その

ため，立坑を掘削することにより，覆工コンクリート

が地山の変形を受け，覆工コンクリートに大きな応力

が発生する。さらに，巻厚が大きく，剛性の高い覆工

コンクリートが，立坑壁面近傍の地山の変形を抑制す

ると考えられる。 
 実際，立坑掘削時に計測される覆工応力や地中変位

などは，ショートステップ工法に特有の挙動を示す。

例えば，地中変位計測では，切羽の進行に伴って，立

坑壁面の計測点があたかも地山側に変位する結果が得

られた。これは，立坑壁面の計測点よりも，基準点と

した立坑壁面から半径方向に遠方の地山の方が大きく

内空側に押し出すような変形を生じ，立坑壁面と基準
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図－1 幌延深地層研究センターにおける 
地下研究施設のレイアウト 

Fig.1 Layout of Horonobe underground research laboratory 
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点間の距離が縮んだためであると考えられ，NATM に

よるトンネル掘削では，ほとんど見られない計測結果

である。 
 このようなショートステップ工法に特有の挙動のメ

カニズムを解明し，将来の合理的な設計手法に資する

ことを目的に，これまでに立坑の三次元的な掘削形状

を考慮できる二次元軸対称解析による再現が試みられ

た 2)。しかし，以下のような課題が残されている。 
1) 実際の覆工応力は，東西南北位置で大きく異なる

計測結果であった。この主たる原因は，初期地圧

の異方性であると考えられた。しかし，二次元軸

対称解析では，初期地圧の異方性を考慮すること

が難しいため，覆工応力の計測結果を再現するこ

とができていない。 
2) 切羽近傍に打設される覆工コンクリートの材齢に

よる力学特性の変化は，覆工コンクリートおよび

鋼製支保工の応力状態や，立坑周辺岩盤の変形挙

動に大きな影響を与えると考えられる。しかし，

既報 2)では，覆工コンクリートの力学特性であるヤ

ング率やポアソン比は材齢によらず一定値として

いる。 
 この他，切羽や覆工コンクリートの三次元的な形状

なども，覆工コンクリートや立坑周辺岩盤の挙動に大

きな影響を与える可能性があると考えられる。 
 そこで，本研究では初期地圧の異方性や，覆工コン

クリートの材齢による力学特性の変化を考慮し，切

羽・覆工形状や施工過程をできるだけ忠実に再現した

三次元逐次掘削解析を実施した。 
 本報告では，換気立坑を対象とした三次元逐次掘削

解析について，その解析手法を概説すると共に，解析

結果を計測結果と比較分析し，三次元逐次掘削解析の

適用性について述べる。 
 

2.  換気立坑の施工概要 
  
 換気立坑周辺の岩盤は，主として新第三紀堆積岩

（珪藻質泥岩および珪質泥岩）からなる。事前調査の

ボーリングコアによる一軸圧縮試験では，一軸圧縮強

さは 5MPa～25MPa に分布している 3)。換気立坑の標準

断面を図－2 に示す。仕上がり内径は 4.5m であり，覆

工コンクリートの巻厚は 40cm である。 
 立坑の掘進はショートステップ工法により，図－3
に示すような施工手順で進められる。まず，(a)に示す

基準状態から，1m の盤下げを行う｛(b)｝。ロックボル

ト，鋼製支保工を設置した後，さらに 1m の盤下げを

行う｛(c)から(d)｝。ロックボルト，鋼製支保工を設置

した後，2.0m 分の覆工コンクリートを打設する｛(e)か
ら(f)｝。覆工コンクリートの養生後，覆工下面の覆工型

枠を脱型し，盤下げを行う｛(a)に戻る｝。 
 ショートステップ工法では，盤下げ後すぐに打設す

る巻厚 40cm の覆工コンクリートが，さらに盤下げす

る際に，地山の変形を受け，覆工コンクリートに応力

が発生する。この点で，通常の NATM によるトンネル

掘削とは大きく異なる。この場合，覆工コンクリート

の材齢による力学特性の変化と盤下げ時期の関係が，

覆工応力ならびに地山の変形挙動に大きな影響を与え

ると考えられる。 
 また，本工法の場合，覆工コンクリートは上方から

順に逆巻きによって打設される。そのため，打設継ぎ

目には，後続の覆工コンクリート打設時のコンクリー

トの投入口となる切欠き部ができる。この切欠き部は，

覆工コンクリートの一打設長 2.0m のうち，最も切羽に

近い位置にできるため，切欠きによる断面欠損部に応

 

 
 

 
 
 
 
 

図－2 換気立坑 G.L.-220m 付近 
標準断面と支保パターン 

Fig.2 Standard cross sectional view and support pattern 
for ventilation shaft around G.L.-220m 

図－3 ショートステップ工法の施工手順の概要 
Fig.3 Excavation procedures of Short Step method 
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力集中を生じる可能性があると考えられる。 
 鋼製支保工は，一連の施工手順において，覆工コン

クリートが打設されるまでは，上部支保工から治具に

より吊下げらた状態であり，掘削壁面とは接していな

い。そのため，覆工打設後に，覆工コンクリートと一

体となり支保効果を発揮する。 
 

3.  三次元逐次掘削解析の手法 
 
 三次元逐次掘削解析には，地盤用有限差分法解析コ

ードである FLAC3D（Ver3.1）を用いた。解析で再現

対象としたのは，覆工応力計測，地中変位計測などが

実施された，図－1 に示す換気立坑の G.L.-220m～G.L.-
222m である。 
 
3.1  解析モデル 
 解析モデルでは，再現対象とした深度の覆工コンク

リートや地山の挙動に境界条件が影響を与えないよう

に，側方の境界を立坑壁面から 5D（D：掘削径 5.5m）

以上離れた位置とし，上下の境界を再現対象とした深

度から 8D 以上離れた位置とした。 
 図－4 に解析モデルの切羽周辺部の拡大図を示す。

なお，図－4 は解析モデルを立坑中心軸で分割し，斜

め上方から立坑内部を見たものであり，覆工コンクリ

ートを青，鋼製支保工を赤の丸付き線，掘削される領

域の地盤を赤，立坑周辺の地盤を黄色で示している。 
 本解析モデルでは，覆工コンクリートをソリッド要

素で，鋼製支保工をビーム要素でモデル化した。ロッ

クボルトは地山を一体化する効果を与えるものとして

解析上はモデル化していない。 
 覆工コンクリートの設計上の巻厚は 40cm であるが，

解析上は余掘りを考慮して 50cm とし，切欠き部の形

状を図－5 のように表現した。 
 なお，切羽は実施の施工時の掘削形状を考慮して，

切羽中央部を先行掘削する形状とした。 
 鋼製支保工は，2.で述べたように，覆工打設後から

支保効果を発揮する。そこで，解析では覆工打設と同

時期に，一打設長 2.0m に含まれる 2 基の鋼製支保工を

一度に設置した。 
 
3.2  解析用地盤物性 
 地盤は Mohr-Coulomb の破壊規準に従う弾完全塑性

体とした。解析に用いた地盤物性値は，事前に実施し

たボーリング孔での孔内水平載荷試験，ボーリングコ

アを用いた三軸試験結果などにより設定した。また，

初期地圧は，地表からの調査ボーリングでの水圧破砕

試験結果を参考にして，σv（鉛直）：σMax（東西）：σ

Min（南北）=1.0：1.3：0.9 と設定した 4)。表－1 に解析

に用いた地盤物性値を示す。 
 
3.3  支保部材 
 2.で述べたように，覆工コンクリートの材齢による

力学特性の変化は，覆工の応力状態や変形挙動に大き

な影響を与えると考えられる。また，材齢による剛性

の変化により，覆工コンクリートと鋼製支保工の荷重

分担比率も変化する。そこで，本解析では覆工コンク

リートの力学特性のうち，ヤング率およびポアソン比

は材齢変化を考慮して，以下のように設定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図－4 解析モデルの切羽周辺部の拡大図 
Fig.4 Magnified drawing around excavation face of  

numerical analyis model 

図－5 切欠き部の形状 
Fig.5 Notch of concrete lining 
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3.3.1  ヤング率 
 覆工コンクリートのヤング率は，土木学会コンクリ

ート標準示方書「施工編」に準拠し，図－6 に示すよ

うな材齢変化を考慮した。材料は早強ポルトランドセ

メントであり，対象とする G.L.-220m～G.L.-222m 付近

における覆工コンクリートの設計基準強度は 24N/mm2

である。 
3.3.2  ポアソン比 
 打設直後のコンクリートの側圧は，骨材粒子の内部

摩擦やセメントペーストの粘性などにより単純には求

めることができない。しかし，型枠設計用のコンクリ

ート側圧の最大値としては，液圧相当（すなわち，側

圧係数 1.0）を見込んでいる。そこで本解析では，覆工

打設直後は掘削壁面および型枠に液圧相当の荷重が加

わると考え，ポアソン比は 0.5 とした{図－3 の(f)に相

当}。覆工打設後の盤下げ再開時{図－3 の(a)に相当｝

には，ある程度硬化すると考え，通常の硬化コンクリ

ートの設計に使われるポアソン比 0.2 を用いた。 
 
3.4  解析ステップ 
 実際の施工過程をできる限り忠実に再現して，表－2
のような解析ステップとした。掘削所要時間，覆工コ

ンクリートの打設時間などを含めた平均的な施工時間

を算出し，Step0～Step4 までの 1 施工サイクルを 2 日

で実施すると設定した。 
 各ステップにおいて，覆工コンクリートには，覆工

打設後からの経過時間に応じたヤング率を，図－6 に

基づいて与えた。また，覆工コンクリートのポアソン

比は表－2 の Step3 では 0.5，Step4 では 0.2 とした。 
 
 
 

 

  
 

  
 
 
 

 
 

 

図－6 覆工コンクリートの材齢によるヤング率の変化

Fig.6 Variation in young modulus of concrete lining 
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表－2 解析ステップ 
Table 2 Analysis step 

表－1 解析用地盤物性値 
Table 1 Rock propeties for numerical analysis 

地盤物性値 備考

700
0.13
1.24
12.5

4.0
0.47
15.3 G.L.-220mでの値*1

σv(MPa) 3.190 鉛直方向

σMAX(MPa) 4.148 東西方向

σMIN(MPa) 2.871 南北方向

（注）

*1　単位体積重量および初期地圧は深度依存する値として入力した。

*2　初期地圧の比はσv:σMax:σMin=1.0:1.3:0.9

変形係数(MPa)

ポアソン比

粘着力(MPa)

初期地圧*2

内部摩擦角(°)

ダイレーション角（°）

引張り強度（MPa）

単位体積重量(kN/m3)
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4.  計測結果と解析結果の比較と分析 
 
 G.L.-220m～G.L.-222m における計測結果と解析結果

を比較し，覆工コンクリートおよび立坑周辺岩盤の挙

動について分析を行った。そのうち，地中変位および

覆工応力についての考察を述べる。 
 
4.1  地中変位 
 図－7 に，G.L.-221.6m における東西南北方向での地

中変位の計測結果と解析結果を示す。図－7 では，

G.L.-221.6m から切羽までの距離を切羽離れとする。ま

た，解析結果は実際の計測開始時期と同様に，覆工打

設直前からの地中変位である。 
 地中変位計測では，立坑壁面から半径方向に 4.0m の

位置を基準として，各計測点との相対変位で評価して

いる。そのため，基準点と計測点の間に縮みが生じた

場合は圧縮側，伸びが生じた場合は，引張側の地中変

位が生じたと解釈する。一般的な NATM によるトンネ

ル掘削の場合，切羽の進行に伴って，トンネル壁面に

近い地山ほどトンネル内空側に大きく変形する。その

ため，トンネル壁面に近づくほど，引張側の地中変位

が大きくなる傾向となる。 
 しかし，図－7 に示すように，換気立坑の地中変位

計測結果では，立坑壁面に近い位置で圧縮側の地中変

位が大きく，切羽の進行に伴い圧縮側の地中変位が進

展する傾向がみられる。解析では，計測結果との絶対

値の差はあるが，立坑壁面近傍において圧縮側の地中

変位が増加する傾向について，ある程度再現すること

ができた。ただし，図－7 に示す計測結果のうち，東

側の立坑壁面とその 50cm 奥の計測点，ならびに南北

の立坑壁面では，圧縮側の地中変位が極端に大きくな

っている。このような立坑壁面における変位が他の計

測点に比べ極端に大きい原因は，掘削による立坑壁面

の局所的なゆるみの影響であると推察される。 
立坑壁面近傍において圧縮側の地中変位が生じる傾

向，ならびに切羽の進行に伴って，圧縮側の地中変位
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図－7 地中変位の計測結果と解析結果 
Fig.7 Measurement and analysis results of radial rock mass displacement 

1) 壁面近くでは圧縮側への変位が大きい。 
2) 切羽の進行に伴い，圧縮側への変位が 

進展する 

立坑壁面で，極端に大きな変位が計

測される原因は，掘削による立坑壁

面のゆるみであると推察される 

凡例 （D は掘削径 5.5m） 

計測-切羽離れ1D

計測-切羽離れ2D

計測-切羽離れ3D

解析-切羽離れ1D

解析-切羽離れ2D

解析-切羽離れ3D

0.0

0.5

1.0

-8.0-7.0-6.0-5.0

地中変位(mm)

立
坑

壁
面
か
ら
の
距
離

(m
)

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

0.0 0.5 1.0

立坑壁面からの距離(m)

地中変位(mm)

0.0

0.5

1.0

-7.0-6.0-5.0-4.0-3.0

地中変位(mm)

立
坑
壁

面
か

ら
の
距

離
(m

)

立坑 

北

東

南

西

計測位置と切羽の関係

覆工コンクリート

鋼製支保工

G.L.-221.6m

切羽

切羽離れ

覆工コンクリート

鋼製支保工

覆工コンクリート

鋼製支保工

G.L.-221.6m

切羽

切羽離れ



大成建設技術センター報 第 42 号(2009) 

26-6

 

が増加するメカニズムについて，解析結果を用いて考

察を行った。 
 図－8 に G.L.-221.6m の東側での覆工打設後における，

地盤の絶対変位の解析結果を示す。仮に，覆工コンク

リートを打設しない場合を想定すると，立坑掘削に伴

う地盤の内空側への変位量は，立坑壁面が最も大きく，

立坑壁面から半径方向に遠方になるほど小さくなる。

しかしながら，図－8 では，立坑壁面からの距離が約

1.5m 以下の範囲において，内空側への変位量が減少す

る傾向が見られる。この結果，立坑壁面近傍では，立

坑壁面から半径方向に 4.0m の位置よりも，内空側への

変位量が小さくなる。すなわち，立坑壁面から半径方

向に 4.0m の位置を基準とした，相対変位として評価す

る地中変位は，立坑壁面近傍で圧縮側となる。 
また，立坑壁面近傍よりも，立坑壁面から半径方向

に遠方の位置の方が，切羽の進行に伴う内空側への変

位量の増分が大きい。例えば，切羽離れが 1D（D：掘

削径 5.5m）から 2D まで進展したとき，立坑壁面位置

においては，0.5mm（2.7-2.2=0.5）内空側への変位が増

加するのに対し，立坑壁面から半径方向に 4.0m の位置

においては，0.9mm（3.5-2.6=0.9）内空側への変位が増

加する。このため，切羽の進行に伴い，立坑壁面近傍

と立坑壁面から半径方向に遠方の 2 点間の相対変位は

減少し，地中変位は圧縮側へ進展することになる。 
このように，立坑壁面近傍における内空側への変位

量が立坑壁面から半径方向に遠方の位置と比べて小さ

くなる原因は，以下のように考えられる。 
図－9 に G.L.-221.6m の東側を対象とした，絶対変位

の経距変化の解析結果を示す。同一平面における，立

坑壁面位置と立坑壁面から半径方向に 4.0m の位置の内

空側への変位量を比較すると，掘削に伴う変位の増加

傾向が異なる。すなわち，立坑壁面位置では，切羽到

達後に急激に変位が増大するが，覆工打設後に発生す

る変位は打設前に比べて非常に小さいことがわかる。

これは，ショートステップ工法では，掘削後すぐに剛

性の高い覆工コンクリートを打設するため，立坑壁面

位置では，内空側への変位が大幅に抑制されることが

原因であると考えられる。一方，立坑壁面から半径方

向に 4.0m の位置では，変位が比較的緩やかで単調な増

加傾向を示すことがわかる。そのため，地盤の変位が

ほぼ収束した，切羽離れ 3D 時までに発生する覆工打

設後の変位は，立坑壁面から半径方向に 4.0m の位置で

は，3.7mm（10.4-6.7=3.7）であり，立坑壁面位置の

2.8mm（23.6-20.8=2.8）よりも大きい。したがって，覆

工打設後の変位に着目すれば，立坑壁面近傍の内空側

への変位量は，立坑壁面から半径方向に遠方の位置の

変位量と比べて小さくなり，その差が切羽の進行に伴

い拡大すると考えられる。 
 

4.2  覆工応力 
 図－10 に G.L.-221.3m における覆工応力の計測結果

と解析結果を示す。なお，図－10 では覆工応力測定位

置から切羽までの距離を切羽離れとした。図中に緑で

示す値は，切羽離れ 3D における計測結果である。 
計測では，切羽の進行に伴い，覆工応力が増加する

傾向が見られる。また，南西位置では局所的に大きな

覆工応力が計測された。これは，掘削壁面の凹凸によ

り覆工コンクリートの地山側の面に凹凸が生じたこと

や，南西位置の覆工背面に局所的に物性の異なる地山

が存在したことなどにより，その位置の覆工コンクリ

ートに応力集中を生じたことが原因であると推察され

る。 
一方，解析では，初期地圧の最大主応力軸を東西方

向としているため，覆工コンクリートの南北位置で最
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図－8 覆工打設後における地盤の絶対変位の解析結果
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Fig.8 Analysis results of absolute radial rock mass displacement

after concrete lining (G.L.-221.6m) 

図－9 地盤の絶対変位経距変化の解析結果 
（G.L.-221.6m） 

Fig.9 Analysis results of rock mass radial displacement with 
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大圧縮となる応力分布が得られており，計測で局所的

に大きな応力が発生した南西位置以外では，計測結果

とほぼ同程度の応力となった。 
次に，覆工コンクリートの断面内および深度方向に

おける応力分布について考察する。図－11 に G.L.-
220.1m と G.L.-221.9m における内縁応力・外縁応力の

解析結果を示す。なお，図－11 では覆工応力算出位置

から切羽までの距離を切羽離れとした。 
G.L.-220.1m では，内縁側の覆工応力は南北位置に最

大値を持つ応力分布となるが，外縁側では東西位置に

最大値を持つ応力分布となる。また，内縁側では東西

位置に絶対量は小さい（0.35N/mm2）が，引張が生じて

いる。切欠きによる断面欠損部を含む G.L.-221.9m では，

内縁側と外縁側ともに南北位置が最大となる応力分布

であるが，内縁側と外縁側の最大値を比較すると，

38%程度（10.71/7.74=1.38）内縁側の方が大きい。 
これらは，初期地圧の異方性に起因する曲げモーメ

ントの影響が大きいためと考えられる。すなわち，初

期地圧の最大主応力軸が東西方向であるため，覆工コ

ンクリートが南北方向よりも東西方向から大きな荷重

を受けて，東西位置では内空側引張，南北位置では地

山側引張の曲げモーメントを生じたことが原因である

と考えられる。このように，覆工応力の分布は，初期

地圧の異方性に大きく影響され，巻厚 50cm の断面内

において，かなり異なることがわかった。 
また，G.L.-220.1m と G.L.-221.9m の覆工応力の分布

を比較すると，G.L.-221.9m に生じている圧縮応力が，

かなり大きいことがわかる。これは，以下のように説

明することができる。覆工打設時の切羽からの距離が，

覆工コンクリートの上面と下面で 2m 離れている事に

より，覆工打設後に，覆工コンクリートが地山から受

ける変形量は，G.L.-221.9m 位置の覆工コンクリートの

方が大きい。そのため，G.L.-221.9m 位置の覆工応力は，

G.L.-220.1m と比べて大きくなる。さらに，G.L.-221.9m
位置の覆工コンクリートは，切欠きによる断面欠損が

あるため，応力集中を生じやすい形状であると考えら

れる。 
今後，換気立坑の掘削深度が大きくなると，覆工コ

ンクリートが地山から受ける変形量は増加する。その

ため，覆工コンクリートの断面内や深度方向での応力

差は拡大し，覆工上部に生じる引張応力や，切欠きに

よる断面欠損部に生じる圧縮応力は大きくなると考え

られる。これらは，覆工コンクリートの長期的な健全

性を確保する上で重要な検討事項となるため，実際に

覆工コンクリートの断面内や深度方向での応力分布や

ひずみ分布を計測し，本三次元解析で得られた覆工応

力の分布が妥当であるか検証する必要があると考える。 
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図－10 覆工応力の計測結果と解析結果（G.L.-221.3m）

Fig.10 Measurement and analysis results of 
concrete lining stress distribution (G.L.-221.3m) 

図－11 覆工の内縁・外縁応力解析結果 
（G.L.-220.1m（上）と G.L.-221.9m（下）） 

Fig.11 Inner and outer concrete lining stress distribution 
(G.L.-220.1m (Upper) and G.L.-221.9m (Lower) ) 
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5.  まとめ 
 
 本研究では，換気立坑を対象として，これまでの二

次元軸対称解析において課題であった，初期地圧の異

方性や，覆工コンクリートの材齢による力学特性の変

化を考慮し，実施工をできるだけ忠実に再現した解析

条件や解析モデルにより三次元逐次掘削解析を実施し

た。その結果を以下に示す。 
1) 換気立坑の G.L.-221.6m で計測された地中変位は，

ショートステップ工法に特有の挙動を示した。す

なわち，立坑壁面近傍で圧縮側の地中変位が生じ，

その地中変位が切羽の進行に伴って増加した。三

次元逐次掘削解析により，このような地中変位の

挙動の傾向を定性的に再現することができた。ま

た，解析結果を分析することにより，地中変位の

挙動を詳細に説明することができた。 
2) 覆工応力は，局所的に大きな応力が計測された南

西位置以外では，三次元逐次掘削解析においても，

同程度の応力となった。また，覆工コンクリート

は初期地圧の異方性により大きな曲げモーメント

を生じ，内縁側，外縁側で応力が大きく異なるこ

とがわかった。さらに，覆工打設時に切羽からの

距離が覆工上面と下面で 2.0m の差があることや，

切欠きによる断面欠損部があることで，立坑深度

方向にも覆工応力の分布が複雑に変化する可能性

があることが明らかとなった。 
 今後は，本三次元解析の妥当性を検証するために，

覆工コンクリートの断面内または深度方向における，

応力分布やひずみ分布を計測し，実際の複雑な応力変

化などを解明する必要がある。その上で，より深度が

大きくなった場合の予測を行い，施工結果と比較する

ことで，さらなる解析技術の向上と合理的な設計手法

の確立を目指したい。 
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