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1.  はじめに 
 
本報が検討対象とするセメント系可塑状グラウトは，

主にトンネル裏込め注入に用いられてきた建設材料で

ある 1)。一般に，セメントミルクに代表される固化材

溶液と水ガラスに代表される可塑材溶液からなり，こ

れらを注入直前に混合すると，自立できる硬さを有し

ながらも若干の加圧で容易に変形する，いわゆる可塑

性状を呈する（写真―１）。ポンプで圧力をかけながら

連続的に供給すれば，後続するグラウトが先行する部

分全体を押し出すように充填される。コンクリートや

モルタルなど流動性材料に比べると，流動勾配に起因

する未充填部の発生量が少なくなる点が大きな特徴に

挙げられる。 
セメント系可塑状グラウトに関しては，近年でも，

価格低減やポンプ圧送距離の延長といったことを目的

に研究開発がなされている 2)～4）。また，当社が施工に

あたったボスポラス海峡横断鉄道建設工事における沈

埋トンネルの基礎地盤構築にも，この技術が応用的に

利用され 5），全 11 函体の下部，合計約 12,000m3が用い

られた。さらに，構造物周辺で供用期間中の自然現象，

あるいは人為的に生じた空洞部に対する充填など，維

持・補修工事に対しても今後大いに利用が見込まれる。 
 このような様々な利用形態に対して共通する課題は，

セメント系可塑状グラウトが及ぼす周辺影響である。

グラウト内に蓄積する充填圧が作用力となり，構造物

や周辺地盤に変状をきたし，構造物の健全性，使用性

に問題を生じる可能性が考えられる。充填条件に応じ

てグラウト配合や充填速度等を調整する必要があるが，

これまでのところ，実験的・経験的手法に依存してい

るのが実情である。実大規模の実験など事前検討での

負担を削減する余地も大いに存在すると考えられる。 
そこで，可塑性状，充填速度等の施工仕様の検討に

活用することを目的に，セメント系可塑状グラウトの

流動挙動解析手法を考案した。 
本報では，まず可塑状グラウトの可塑状特性にふれ

た上で流動挙動に適した解析手法の概要を提示し，充

填実験を対象に解析手法の有効性を示す。加えて，ボ

スポラス海峡横断鉄道建設工事における沈埋トンネル

の基礎地盤構築を対象に，施工計画の妥当性，充填速

度の影響度について検討を行う。 
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2.  流動挙動解析 
 
2.1  粘性特性の時間変化 
セメント系可塑状グラウトの粘性特性に関連する代

表的物理特性としてせん断強さの時間変化を把握する

ために，ミニチュアベーンせん断試験を実施した。セ

メント系可塑状グラウトの構成材料を攪拌混合したの

ち，木製木箱につめ，15℃，20℃の恒温水槽内に設置

し，ベーンせん断強さを経時的に測定した。 
図－１に結果を示す。せん断強さは，経過時間に対

して直線的に増加し，恒温水槽の二つの設定温度の間

では，大きな違いが見られなかった。 
2.2  解析手法 
2.2.1  基礎方程式 
 流動挙動のモデル化にあたり，セメント系可塑状グ

ラウトをせん断ひずみ速度と応力の関係に基づく流体

材料として取り扱った。応力σ i j は，見かけの粘性係

数η' ，ひずみ速度テンソル V i j ，圧力 P，クロネッカ

ーデルタδ i j（i = j = 1 で 1，その他は 0）を用いて，式

(1)により表現される。 
 

ijijij PV δησ −′= 2  (1) 

 
ここで， ひずみ速度テンソルは速度 u を用いて，式

(2)で表現される。 
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 オイラー場での加速度は，速度の時間変化と移流に

より式(3)により表現される。 
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よって，運動方程式は密度ρ を用いて式(4)となる。 
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式(1)，(4)から重力項に代表される体積力 gi を加えたオ

イラー場における運動方程式が速度，圧力からなる式

(5)により表現される。 
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 また，解析対象とする可塑状グラウト，周辺水は非

圧縮と考え，式(6)の連続式を採用する。 
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 式(5)，(6)により三次元場において，三方向の速度に

関する方程式と連続の式により，合計四つの方程式が

成立する。各時間ステップにおける４つの変数である

x，y，z 方向速度と圧力 P が特定できることになる。 
2.2.2  流動境界 
本研究で対象とする可塑状グラウトは，水への希釈

がされにくいという特性を持つ。解析においては，両

者の境界部分を明確にすることが不可欠であるため，

この部分を数値処理する手法として CIP 法 6)を導入し

た。本手法では，任意の数値 F の分布を三次関数で数

式化し，各計算点での数値 F に加えて勾配 dF/dxi を同

時に移流させることを特徴とし，急変部を含む F の分

布の移流に適した手法と言える。グラウト境界部に対

しては，カラー関数φを計算領域全体に定義し，初期条

件として設置した可塑状グラウト部には 1 を，周辺水

には 0 を定め，この分布を三次関数で数式化した後，

各ステップで得られた速度により移流させる。本検討
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図－１ せん断応力の時間変化 

Fig.1 Elapsed time change of shear strength 
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では，三次関数を更に tan 関数で置き換え，φの急変部

形状の保持に有利な手法 6)を合わせて適用した。 
2.2.3  セメント系可塑状グラウトの粘性変化 
 2.1 で示した可塑状グラウトのせん断応力とそれに伴

う粘性係数の時間変化を考慮するため，降伏応力τ max 
を，係数 Khyd（単位時間あたりの物理量変化率）を用

い式(7)により表現した。 
 

( ))(10max,max hydhyd TTK −+= ττ  (7) 

 
ここで，T は充填開始からの経過時間， τ max,0 は経過

時間 0 でのせん断応力，Thydは各計算地点における充填

材が充填された時刻を示す。セメント系可塑状グラウ

トの粘性特性はビンガム体とし，式(5)中に現れる見か

けの粘性係数η'は，図―２のように，各地点における

せん断ひずみ速度と Thydにより特定できると考えた。 
さらに Thyd は充填範囲で空間的に分布し，数値的に

特定する必要があるため，前項のカラー関数φ とは独

立して Thyd に関する CIP 法を導入した。すなわち，初

期状態では一様に Thyd =0 を与えた上で，充填孔部分に

は常に経過時間 T を与えながら各ステップで得られた

速度により Thyd を移流させる。この結果，充填材先端

部から充填孔に向けて 0 からある経過時間に至る分布

が把握できることになり，式(7)への代入により見かけ

の粘性係数を特定することができる。 
2.3  充填試験による解析手法の検証 
2.3.1  解析モデル 
上記挙動モデルを用いて行った二次元解析 7)と同様

に差分近似を行い，セメント系可塑状グラウトの三次

元流動挙動解析プログラムを作成した。 
検証データとして用いたのは，長さ 10m，奥行き 1m，

高さ 0.45m の鋼製容器を用いた充填試験である。セメ

ント系可塑状グラウトを充填孔から 67L/min の速さで

充填し，発生する圧力を充填方向に P1～P5 の 5 か所で

測定した。（図―３） 
解析は，対称性を考慮し奥行き方向に半断面をモデ

ル化した。0.18m×0.1m×0.056m の三次元格子を用い，

充填孔に位置する場所に，試験と同等の速度を境界条

件としてあたえた。また，鋼製容器との接触部分は非

すべり境界として，速度が 0 となるよう取り扱った。 
2.3.2  解析結果 
解析で得られた流動範囲の変化を図－４に示す。流

動範囲は，解析で算出されたカラー関数の値に比例し

た灰色の球体で図示している。鋼製容器内の三次元的

な流動状況の変化を定性的に再現できていると言える。 
 鋼製容器体積に対して 50%充填完了時，80％充填完
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図－２ 解析で用いたセメント系可塑状グラウトの 

粘性特性 
Fig.2 Rheological property of hydralic plastic grout used for 

numerical fluid analysis 
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図―３ セメント系可塑状グラウトの充填試験 
Fig.3 Physical injection test for hydraulic plastic grout 
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了時の圧力分布を図－５に示す。解析結果の圧力値は，

実験における圧力計の配置位置に対応した容器上面中

央線上から抽出し，図中には実測値を合わせて示して

いる。また，参考に，粘性係数の時間変化を考慮しな

い場合として Khyd=0 とした解析結果も併せて示した。

50%，80%充填時ともに，解析結果は実測値を定量的

に捕らえることができている。一方，Khyd=0 とした解

析結果は明らかに圧力の分布を過少評価しており，流

動状況の定量的評価において，粘性特性の時間変化を

考慮することの重要性を示唆していると言える。 
 

3.  施工性評価への利用 
 
3.1  概要 
上記解析手法を用いた施工評価の対象として，トル

コボスポラス海峡横断鉄道工事 8)，9)における沈埋トン

ネル基礎地盤構築を取り上げる。 
 本沈埋トンネル工法では，長さ方向に分割した，幅

15m，高さ 8m，長さ 130m 程度の箱状のトンネル要素

（函体）を陸上で制作し，個々に海底部に沈めて接続

してくことでトンネルを形成する。本工事は，最大水

(a) 50 % 充填時 

(b) 80 % 充填時 

図―４ 充填試験を対象とした解析で得られた 

流動状況 
Fig.4  Simulated movements of hydraulic plastic grout in 
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図―５ セメント系可塑状グラウトの圧力分布 
Fig.5 Pressure distribution of the hydraulic plastic grout 
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深 60m，11 函体からなる全長 1.4km の鉄道トンネルで，

沈設時の位置精度を確保するため海底にて油圧ジャッ

キで仮支えされた状態で，位置調整を行う。このとき

残される海底面と函体底部との間にある設計高さ 50cm
の空間を，函体底面にあらかじめ設置した充填孔から

順次可塑状グラウトを充填することによって，沈埋ト

ンネル基礎地盤を形成した。 
函体下部の基盤面を形成する礫材は，海底から投入

されたあと水中均し機で敷き均しが行われている 10）も

のの，完全には平坦性が保たれるわけではない。プラ

ント能力から定めた充填速度（本案件では 350L/min）
に対して，充填空間高さが低い場合には高さ方向の速

度の分布勾配が急激になることから注入圧の増加が懸

念される。一方，充填高さが高い場合には，逆に速度

の分布勾配による影響は軽減されるもの，充填時間の

増大によりセメントの水和反応の進行とそれに伴う粘

性抵抗の増加が懸念される。このような中で，セメン

ト系可塑状グラウト内に発生する充填圧が想定以上に

蓄積すると，上部の函体に過剰な力が加わり，位置が

ずれてしまう可能性がある。 

 このような工法上の課題に対する定量的評価を行う

にあたり，上記数値流体解析を適用した。充填空間高

さと充填速度を複数の組み合わせで数値流体解析を行

い，充填圧に伴う発生荷重を試算し，函体の安定性を

評価した。 
3.2  数値解析による発生荷重の試算 
 本試算検討においては，特定の函体（E11 函体）を

対象とした。 
 E11 函体の沈設に先立ち深浅測量を行い，平面的に

1.5m 間隔で充填空間高さの分布を調べた。これにより

得られた充填空間高さの頻度分布を図―６に示す。設

計充填空間高さ 0.5m に対して，実測分布の平均はほぼ

一致し，標準偏差σ=0.12m を得た。本結果を参照し，

全 4 ケースの解析条件を表―１のように定めた。 
検討では，施工時の充填孔間隔 6.6m に対して，直径

6m の半円分を充填率 100%として，充填孔一ヶ所あた

りの発生荷重を流動挙動解析で算出した。解析領域の

選定については，図―７に示す実際の平面的な充填孔

配置を単純化し，半円領域を充填一ヶ所あたりの流動

範囲と考えた。さらに実際の解析では，対称性を考慮

し四半円部分を対象とした。x，y 方向の寸法 0.2ｍ，

ｚ方向の寸法 0.1m（充填空間高さを変えたケースでは

条件に比例して変更）の三次元グリッドを用い，充填

孔に位置する場所には，解析条件に応じた一定速度を

境界条件として与えた。また，前述の充填試験に対す

る解析と同様に，上下境界部分には境界部で速度が 0
になる非すべり境界を定めた。 
3.3  解析結果と評価 
 解析で得られた流動状況の変化を図－８に示す。前
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図―６ 充填空間高さの頻度分布 

Fig.6 Frequency of height of injection space 
 

表―１ 解析条件 
Table1 Conditions of the numerical analysis 

No. 
充填空間

高さ 
充填速度 備考 

1 0.5 350L/mim 標準条件 

2 0.42 350L/min 充填高さ：標準値-1σ 

3 0.58 350L/min 充填高さ：標準値+1σ 

4 0.42 175L/min 
充填高さ：標準値-1σ 

充填速度：半分 
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図―７ 充填孔の平面配置と解析領域 
Fig.7 Plane view of injection valve arrangement and 

modeling part 
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述の鋼製容器を用いた充填試験に対する数値流体解析

では，流動方向が一方向に卓越していたの対して，本

解析では平面的に流動範囲が広がっている。定性的に

妥当な流動挙動が解析により得られたと言える。 
解析領域上端面で得られた圧力値と解析グリッド上

面の面積を掛け合わせた値をすべて足し合わせて，充

填一ヶ所あたりの発生荷重を算出した。充填の進行状

況，すなわち充填率との関係でまとめたものを図－９

に示す。今回実施した 4 ケースのうち，標準条件に比

べると，充填空間高さが大きなもので発生荷重が小さ

くなり，充填空間高さが小さなものでは増加した。本

検討の範疇で発生荷重に対する二つの要因を比べると，

時間経過による粘性特性の変化に比べて速度勾配に依

存する粘性抵抗が支配的であると言える。 
E11 函体における実際の注入孔の数 30 孔分を足し合

わせたものを，本解析手法に基づく発生荷重の累計と

して算定し，別途施工計画段階で得られた設計計算に

基づく許容値との比較を図－１０にまとめた。本結果

より以下のことが言える。 
・ 標準注入速度，設計空間高さに対して解析結果よ

り得られる発生荷重の類型は，設計許容値に対し

て 85%ほどに止まる。 
・ 標準高さ 0.42m（標準値-1σ）の充填空間高さに対

して標準注入速度を適用した場合，解析結果によ

り得られる発生荷重は設計許容値と同水準となる。 
・ その場合，注入速度を半分に落とすことで，10%程

度の発生荷重の低減が得られる。すなわち，充填

速度を低減することで，函体の安定性確保に一定

の効果が期待できる。 
本結果により，対象の充填空間に対して設定した充

填速度での施工自体は，函体の安定性の観点では大き

な問題はないと判断される。 

なお，実際の施工において充填中に計測した仮支え

ジャッキ荷重の低減量によれば，可塑状グラウトによ

る累積発生荷重は，設計許容値の 50%程度にとどまっ

た。実挙動としては，解析結果により得られる発生圧

力がすべて蓄積されるのではなく，施工中にはある程

度の荷重の解放を伴うことが，設計値，試算値との差

異に対する主要因と考えられる。 
 

4.  まとめ 
 
セメント系可塑状グラウトの粘性特性変化を踏まえ

た数値流体解析手法を提示し，充填実験を対象にした

検証解析を通して手法の有効性を確認した。加えて，

可塑状グラウトを用いた沈埋トンネルの基礎地盤構築

図―８ 発生荷重評価のための解析により 
得られた流動状況 

Fig.8  Simulated movements of hydraulic plastic grout for 
grout pressure estimation 
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図―９ 解析で得られた充填率と発生荷重の関係 

Fig.9  Estimated grout pressure depending on grout injection 
volume 
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図―１０ 1 函体あたりの発生荷重の累計 
Fig.10  Estimated grout force per one immersed element 
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における函体の安定性について，本手法を活用した施

工評価を行った。解析結果に基づく評価は，施工方法

の適用性を定量的に判定するとともに，得られた発生

荷重自体は大きめで，評価として安全側の判定を与え

る結果を得た。 
今後，補修工事等で利用の拡大が期待される可塑状

グラウトについて，ひとつの施工評価手法を提示でき

たものと考える。引き続き実務での活用に当たるとと

もに，可塑状グラウトの粘性特性など，単純化して取

り扱った部分等について，手法の改善を図っていきた

いと考える。 
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