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軟弱な粘性土地盤中に建設されたシールドトンネルでは，周辺地盤の圧密によって変形が緩慢ながらも

長期的に進行する場合がある．これを予測するには土水連成解析が有効な手法であるが，変形の進行を精

度良く予測するためには，ひび割れによる覆工剛性の非線形性を考慮することが必要である．しかし，土

水連成解析で広域的に地盤をモデル化して変形挙動を求める際に，材料のひび割れによる精緻な非線形挙

動を考慮することは計算コストの面などから現実的ではない．そこで本研究では，室内実験と実計測結果

との比較から，ひび割れ発生による影響を簡易なリング一様の剛性低下で表現する手法を考案し，その妥

当性を確認した． 
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1. はじめに 
 

シールド工法は，都市部でトンネルを建設する場合の

標準的な工法として従来から広く用いられてきた．この

工法では，シールドマシンで掘削と周辺地盤の安定を図

り，覆工にはプレキャスト材を使用するため1)，硬質地

盤では，近接施工を受ける場合2)や感潮河川下の場合3)な

どの特殊な条件下を除き，完成後に変状が発生すること

は稀である．ただし，その優れた施工性から軟弱な粘性

土地盤中にトンネルを建設する場合にも適用されるため，

周辺の地盤沈下が原因で覆工に変形やひび割れが発生す

る事例が報告されている4)～7)． 

このような変状は比較的緩慢に進行するが，地下水位

の変化や近接施工などで圧密が促進された場合には，ト

ンネルの安全性に影響を及ぼすことも懸念される．地下

構造物は取替えが困難で半永久構造物として延命化を図

る必要があるため，維持管理を行っていくうえで，変形

やひび割れの進行を事前予測しておくことが重要である

と考えられている． 

トンネルの変形挙動を予測する方法については，地盤

との相互作用を評価する土水連成解析を用いるのが有効

とされている．小山ら8)は，有限要素法を用いた土水連

成解析で，地下水位低下に伴う鉛直付加荷重を算定する

方法を提案している．赤木ら9),10)は，模型実験や土水連

成解析による現場シミュレーションから，トンネル周面

の排水条件の違いによるトンネル作用土圧の経時変化を

示している．有泉ら11)は，トンネル内への地下水の流入

によって生じる長期的な荷重変動を遠心模型実験で測定

するとともに，土水連成解析のパラメータスタディで各

種条件が荷重変動に与える影響を考察している12)． 
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これらの方法では，地下水位変動の発生範囲などを考

慮して広域的な解析モデルを作成するため，地層構成や

トンネルの立坑位置の拘束条件なども表現できるという

利点もある．しかし，計算コストの制約から，トンネル

は地盤のメッシュサイズに合わせ簡素にモデル化した線

形弾性体で表現される． 

 一方，ひび割れ挙動については，有限要素法で材料の

非線形性を表現する手法（以下，非線形FEM）が既に確

立されており13)，トンネルに対しても適用検討されてい

る．松岡ら14)，小島ら15)，佐野ら16)は，山岳トンネルを

対象に，フレーム計算でひび割れが発生した位置を回転

ばねに置き換える方法や，有限要素法で引張軟化挙動を

考慮する方法を提案している．また，シールドトンネル

に対しても継手の非線形挙動に関する研究が進められて

おり，村上・小泉17)，小山ら18)は継手曲げ試験やシミュ

レーション解析を行い，設計時にセグメント継手を回転

ばねでモデル化する手法を提案している．官ら19)は継手

とセグメントを三次元FEMでモデル化し，セグメント幅

の影響について検討している． 

これらの方法では，セグメント継手の形状やひび割れ

軟化挙動を考慮するため，詳細な解析モデルを作成して

いる．そのため，計算コストの制約から，土水連成解析

とは逆に，地盤は線形ばねで簡素にモデル化される場合

が多い． 

このような背景から，著者らは，土水連成解析と非線

形FEMの両者の利点が活用できるよう，まず，土水連成

解析でトンネルの変形挙動（特に，内空変位）を求め，

次に，これを入力値とした非線形FEMで覆工の詳細なひ

び割れ発生などの変状を求める方法を検討してきた20)

（図-1）． 

ここで，従来の土水連成解析と非線形FEMを組み合わ

せた解析を試行したところ，土水連成解析でトンネルの

内空変位量を求める過程において，当該地域の地層構成

と地下水位変動から想定できる以上の荷重で圧密沈下を

発生させる必要があり，内空変位の発生状況が実測結果

とは異なることがわかった．この原因のひとつには，古

いトンネルでは残存する施工や地盤に関する記録が少な

く，解析に反映できる情報が不足しているという問題が

ある．しかし，解析手法の観点から，土水連成解析でひ

び割れ発生後の覆工の剛性低下を考慮できれば，より実

測値に近い結果が得られる可能性も残されているものと

考えることができる． 

そこで，変形挙動の算定が主目的である土水連成解析

にも適用が可能な，覆工の非線形モデルとして，セグメ

ント継手の剛性低下をリング全体の曲げ剛性の低下で表

現する修正慣用計算法と同様に，ひび割れの影響をリン

グ一様の剛性低下で簡易に表現する手法を検討した． 

まず，コンクリート円管の一軸載荷実験（以下，リン 

図-1 土水連成解析と非線形FEMを組み合せた手法の概要 

 

グ外圧試験）を行い，ひび割れの発生，進展とこれに伴

うリング剛性の低下について調査した．また，この結果

に基づいて上記の覆工の剛性低下モデルを考案し，非線

形FEM解析で得られるひび割れ発生状況に対応した結果

を得ることができた．さらに，この剛性低下モデルを用

いた土水連成解析を再度実行することにより，トンネル

内空変位の実測結果に対応した解析結果が得られること

を把握し，本研究で提案した手法の妥当性を確認した． 

 

 

2. 土水連成解析と非線形FEMを組み合わせたト

ンネル変状解析の課題 

 

(1) 検証対象としたシールドトンネル 

 本研究で検討の対象としたのは，長期的な内空変位の

計測が実施されたシールドトンネルである． 

 対象トンネルが存在する箇所の地質縦断図を図-2に示

す．当該地盤は層厚10m程度の埋土層と沖積砂質土層の

下部に，軟弱な沖積粘性土層が層厚20～30mで堆積して

おり，この沖積粘性土層にシールドトンネルが存在する

（土被り13.0～26.5m）．地盤の物性値は表-1のとおりで

ある．なお，Yl-c，Na-si層のポアソン比は，近傍で実施

された土質試験値をもとにヤーキーの式から設定したも

のである． 

トンネルは泥水式シールド工法で施工され，1987 年

に竣工している．トンネル延長は約 1.47km で，トンネ

ル外径は 6900mm，セグメントは主に高さ 480mm，幅

1m の中子形の RC セグメントを使用している．セグメ

ント，継手の設計用値は表-2のとおりである． 

既往の測定結果 21)によると，この周辺地域は，1965

年頃まで揚水による地下水位の大きな低下に伴い，圧密

沈下が生じたこと，また，その後に実施された諸規制に

よって，以降，地下水位は回復傾向に転じ，地表面沈下

はほぼ収束しているが，トンネルが位置する沖積層は依

然として収縮傾向にあることが報告されている．このこ

とから，この対象トンネルは，供用後に沖積層の圧密収 

土水連成解析で得られた内空変位を非線形FEMに入力

土水連成解析

地層構成やトンネル拘束

条件を精緻にモデル化

非線形FEM

部材形状やひび割れ進展

による非線形挙動を考慮
してモデル化

継手
トンネル
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図-2 地質縦断図（トンネル縦断方向は1/15スケールで描画） 

 

表-1 地盤の物性値 

 Fc Yu-s Yl-c Na-si 
層厚(m) 7.0 2.8 31.0 14.6 

弾性係数※1 

(kN/m2) 
2500 25250 4498 38300 

湿潤密度※1 

(g/cm3) 
1.73 1.84 1.63 1.83 

ポアソン比 0.35※2 0.35※2 0.27※3 0.43※3 

透水係数(m/s) ※1 1.0×10-5 1.0×10-3 8.0×10-7 2.0×10-6

 ※1：近傍で実施された土質試験値 

 ※2：設計用値 

※3：Jakyの式からの算定値 
ν=K0/(1+K0)=0.27 K0=1-sinφ
φ=38.6°(Yl-c)，φ=14.2°(Na-si)  

 

表-2 セグメントの設計用値 

コンクリート 

ヤング係数（kN/mm2） 39.0 
ポアソン比 0.17 
圧縮強度（N/mm2） 48.0 
引張強度（N/mm2） 3.04 
単位体積重量（kN/m3） 25.0 

鉄筋・継手 
ヤング係数（kN/mm2） 210.0 
ポアソン比 0.30 
単位体積重量（kN/m3） 78.5 

 

縮に伴う地盤沈下の影響を受けていることが想定される． 

一方，シールドトンネルについては，供用後から定期

的に測定された内空変位から，鉛直方向に縮小し，水平

方向に拡大する横つぶれ傾向にあることが確認されてい

る．このうち，図-2 中の「内空変位計測断面」の位置

におけるクラウン－インバート間の鉛直変位量とスプリ

ングラインにおける水平変位量の経年変化を図-3 に示

す．この計測断面では計測開始直後から約 3年は鉛直，

水平方向ともに 1mm/年程度の内空変位が進行していた

が，経年とともに内空変位の進行は緩やかになり，計測

開始から約 7年目以降はほぼ収束，安定している．また，

建設当初に施工時荷重等によるひび割れは確認されてい

なかったが，記録が残されている限りでは，供用開始か 

-10

-5

0

5

10

0 5 10 15 20

内
空

変
位

量
(m

m
)

トンネル供用後の経過年数(年)

水平変位量

鉛直変位量

拡
大

(+
)

縮
小

(-
)

拡大(+)

縮小(-)

 
図-3 内空変位の経年変化 

 

ひび割れ

 

ひび割れ
発生位置

 
 

図-4 ひび割れ発生状況

Fc

Yu-s  
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Na-si

土被り

26.4m

100m

トンネル

節点数：5324
要素数：1000

 

図-5 解析モデル（トンネル軸方向は1/10スケールで描画） 

 

ら 20 年後には図-4 に示すように，天端付近の主桁のみ

に，トンネル軸方向の微細なひび割れが分散して発生し

ていることが確認されている． 

 

(2) 土水連成解析による長期変形挙動の算定 

a) 解析方法 

 土水連成解析に用いた有限要素法解析モデルを図-5に

示す．トンネル，地盤ともに20節点立体要素でモデル化

した． 

トンネルは剛性一様の線形弾性体としたが，セグメン

ト継手による剛性低下を考慮するため，表-2の設計用値

を用いたはり-ばねモデルから，継手の回転ばね定数を

考慮した場合と剛性一様リングの場合の変形量が同じと

なる弾性係数（36.7kN/mm2）を求め，計算に用いた． 

内空変位計測断面
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坑
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図-6 変位境界条件と等分布荷重の載荷方法 

   （トンネル軸方向は1/10スケールで描画） 

 

地盤は図-2の地層構成に基づき定め，物性値は表-1の

値を用いた．また，地盤全体の挙動は前述したように地

表面と沖積層の挙動が異なるなど複雑であるため，維持

管理の実務で必要となるトンネル内空変位量の経時変化

を求めることに主眼を置き，トンネルが位置する一様な

沖積粘性土層（Yl-c層，Na-si層）のみを経時的な挙動を

する圧密層とし，トンネル土被り深さは内空変位計測断

面位置における26.4mで一定とした． 

トンネル縦断方向の解析範囲はシールド発進および到

達立坑間の1470mとし，トンネル横断方向は，側方境界

における過剰間隙水圧の変動がトンネルの影響を受けな

いように十分大きな100mの範囲とした．解析モデル境

界における変位拘束条件は，図-6のように地盤は底面の

鉛直方向，側面の水平方向を固定とし，トンネルは両端

の立坑部で鉛直・水平方向を固定とした．また，解析モ

デル境界における排水条件は，地表面と底面を排水，側

方境界とトンネル外周面を非排水とした． 

対象トンネルの存在する沖積粘性土層は，前述のよう

に地下水位の変動履歴に起因する圧密収縮現象が発生し

ている．そこで，図-6に示すように地表面に等分布荷重

を載荷することで過剰間隙水圧を発生させ，その消散に

よる圧密沈下とそれに伴うトンネルの内空変位を求めた．

なお，この等分布荷重の大きさは，図-3に示した内空変

位の発生状況とフィッティングさせて求めることとした． 

b) 実測の内空変位量と解析結果の比較 

図-7は，等分布荷重を150kPa作用させたときの20年経

過後における沖積粘性土層とトンネルの鉛直変位量のコ

ンターを示したものである．沖積粘性土層は全体的に大

きく収縮しており，トンネルは立坑位置（モデルの両端

部）のみで固定された下に凸な変形を生じている． 

図-8は，同じ条件における内空変位計測断面位置にお

けるトンネル横断面の鉛直変位量のコンターを示したも

のである．トンネル上端と下端における鉛直変位量の差

は約7mmであり，相対的にトンネルは実測結果と同様に

横つぶれ傾向となっている． 

0 325 750

mm

沖積粘性土層 トンネル全体

 

図-7 鉛直変位量コンター図 

(沖積粘性土層，トンネル全体：等分布荷重150kPa） 

（トンネル軸方向は1/10スケールで描画） 

 

279 286

mm

 
図-8 鉛直変位量コンター図(内空変位計測断面) 

 (トンネル横断面：等分布荷重150kPa） 

 

図-9～図-11は，等分布荷重を100kPa，150kPa，200kPa

作用させたときの内空変位量の解析結果と実測値を比較

したものである．圧密沈下は鉛直方向の地盤変形であり，

地盤の圧密沈下の影響はトンネル内空変位のうち鉛直変

位量に顕著に反映されると考えられる．この観点から考

えると，図-10に示す等分布荷重を150kPaとしたときの

解析で得られた20年経過後における鉛直変位量の収束値

が約7mmで実測値に も適合していることがわかる． 

また，図-12は，内空変位計測断面における過剰間隙

水圧のコンターを示したものである．載荷直後に沖積粘

性土層全体に発生した過剰間隙水圧が，次第に減少し載

荷10年目にはほぼ消散していることがわかる． 

しかしながら，図-2，表-1に示すように透水係数が大

きく地下水位変動に追従する層はYl-c層以浅の9.8mであ

ることから，地下水位変動に起因して想定できる等分布

荷重は， 大でも100kPa程度である．すなわち，実測値

に適合した鉛直方向のトンネル内空変位量の収束値を得

るためには，これを上回る150kPaの等分布荷重を作用さ

せたこととなる． 

以上のことから，セグメント継手における剛性低下を

考慮したものの，土水連成解析では，地下水位変動以外

の影響による割合が，少なくとも1/3（50kPa）と大きく

なった．一方で，既往の事例では地下水位変動による圧

密が主原因とされているため，この割合については解析

精度の向上が課題として残された． 
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図-9 内空変位量の経時変化（等分布荷重100kPa） 
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図-10 内空変位量の経時変化（等分布荷重150kPa） 
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図-11 内空変位量の経時変化（等分布荷重200kPa） 

 

(3) 非線形FEMによる覆工のひび割れ進展過程の算定 

a) 解析モデル 

前述の土水連成解析で得られたトンネル内空変位量を

利用して，セグメント1リングに相当する覆工のひび割

れ進展過程を求めるために用いた非線形FEMの解析モデ

ルを図-13に示す．コンクリートを8節点立体要素，鉄筋

を2節点棒要素でモデル化し，両者の間に付着を考慮し

たばね（接線方向および法線方向）を設置することによ

り，コンクリートと鉄筋の付着を考慮した22)．隣接する

セグメント同士の接触や継手ボルトもばね要素を用いて

モデル化した．セグメント外周の境界には，Yl-c層の弾

性係数に基づき設定した設計計算用の地盤ばねを配置し 

 

(a)載荷直後 

 

(b)載荷4年目 

 

(c)載荷10年目 

0 50 100 150

kPa

 

図-12 過剰間隙水圧コンター図(等分布荷重150kPa） 

 

た1)． 

b) 材料特性 

解析に用いたセグメントを構成するコンクリート，鉄

筋のヤング係数およびポアソン比は，表-2に示した値と

同じである．コンクリートについては，引張側は，図-

14に示す引張軟化特性23)を導入して非線形性を考慮し，

圧縮側は降伏基準にモール・クーロン則を用いる完全弾

塑性を考慮した構成式を用いた．ひび割れは， 大主応

力が引張強度より大きくなる位置で 大主応力作用方向

の直角方向に発生するものとし，図-14の引張軟化特性

では，引張強度を超過した後に応力はすぐにゼロとせず，

式(1)で定義する指数関数に従うものとした． 
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  図-13 解析モデル（非線形FEM） 

 

))(exp( crcrs cc
d

d
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  (1) 

ここに，Es：引張軟化係数，c：残留特性係数，σcr：ひ

び割れ発生応力，ε：ひずみ，εcr：ひび割れ発生ひずみ 

また，隣接するセグメント間のコンクリート同士が接

触しないように法線方向のばねを設け，ばね定数はコン

クリートのヤング係数を考慮したノンテンションばねを，

継手ボルトのばね値は線形ばねを設定した．なお，式

(1)中の残留特性係数c，σcr，εcr，コンクリートと鉄筋間

のばね値は，既往の研究22)と表-2をもとに設定した． 

c) 解析手順 

土水連成解析で求めた等分布荷重150kPa時のトンネル

全周の内空変位分布の鉛直成分を入力値として，トンネ

ル供用後に発生した周辺地盤の圧密沈下に起因する覆工

のひび割れ進展過程を求めた．なお，図-15に示すよう

に，ひび割れ発生後のトンネルの変位量に対する荷重増

分が小さい非線形領域IIの荷重－変位領域で安定した解

を得るために，上記の経時的に求めたトンネル内空変位

を解析モデルに直接入力することとした．また，水平変

位量を強制変位として与えると地盤がトンネルを引っ張

ることとなるので，解析モデルの全外周面に地盤ばねを

配置したうえで，内空節点に鉛直変位量のみを入力した． 

d) ひび割れの進展過程 

この解析で得られたひび割れを生じるひずみ量からの

増分（式(1)中の(ε-εcr)）で定義されるクラックひずみの

コンターを，図-16に示す．このクラックひずみが発生

している箇所が，覆工のひび割れ発生箇所に対応してい

る．このクラックひずみは，供用後1.5年目に天端内空 

 

Es

1

σ

σcr

εεcr

))(exp( crcr c  

 

図-14 コンクリートの引張軟化特性の概念23) 

 

領域Ⅰ：弾性域 ⇒ 荷重増加：大 変位増加：小
領域Ⅱ：塑性域 ⇒ 荷重増加：小 変位増加：大

変 位

荷
重

領域Ⅱ領域Ⅰ

ひび割れ発生

非線形FEMの対象領域

荷重―変位曲線

 
図-15 トンネルの荷重変位曲線の模式図 

 

側の主桁と縦リブの接合部の四隅で発生し，3年目以降

は同じ位置のひずみ量が増加するとともに主桁全体に広

がった． 終的なクラックひずみの分布は，図-4に示し

た本研究で対象としたトンネルで観察された天端付近の

主桁のみに，トンネル軸方向の微細なひび割れが分散し

て発生している状況とほぼ一致している．なお，前述し

たように対象トンネルでは，施工時には顕著なひび割れ

は確認されておらず，また，供用後も収縮傾向が続いて

いる軟弱粘性土層中にトンネルが位置しており，そして，

内空変位計測の結果，施工後一定期間，鉛直方向に縮小

し，水平方向に拡大していることが確認されている．こ

のようなことから，現場で観察されたひび割れが周辺地

盤の圧密沈下によるものであるという推定もできる． 

このように，非線形FEMでは，土水連成解析で得られ

た内空変位量を入力値とすることで，現場で観測された

ひび割れの発生状況と概ね一致する結果を得ることがで

き，さらにはひび割れの進展過程も把握できることが確

認できた． 

 

(4) 考察 

 ここでは，従来のセグメント継手による剛性低下を考

慮したトンネルが存在する地盤の土水連成解析と非線形

FEMを組み合わせた解析を実施した．その結果，非線形

FEMについては，土水連成解析で求めた内空変位量の鉛

直成分のみを，セグメントの全周に地盤ばねを配置した

非線形FEMモデルに入力することで，実測結果にほぼ対

応した覆工のひび割れ発生状況を得ることができた．し

かしながら，土水連成解析については，当該地域の地層

構成や地下水位変動から想定される以上の等分布荷重を 
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図-16 クラックひずみ（μ） 

（左図はリング下端外面から天端内面を見る 

右図はリング天端外面から下端内面を見る） 

 

 

作用させる必要があるという課題も明らかになった． 

この原因のひとつとして，古いトンネルでは残存する

施工や地盤に関する記録が少なく，トンネルや地盤の初

期応力等の解析に反映できる情報が不足しているという

問題がある．しかし一方で，解析手法の観点からすれば，

非線形FEMで得られた覆工のクラックひずみが供用後間

もない1.5年目から生じていることから，経時的なトン

ネル内空変位に及ぼすひび割れによる覆工の剛性低下の

影響も大きい可能性があり，ひび割れ発生後の剛性低下

を土水連成解析で考慮できれば，より実測値に近い解析

結果が得られる可能性も残されているものと考えること

ができる． 
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※ひび割れ位置の影響が出ないよう載荷(1)～(4)の 

リング剛性の平均値を算出 

図-17 リング外圧試験載荷方向 

 

3. ひび割れの発生と進展による剛性低下モデル

の検討 

 

2.の土水連成解析は，地下水位変動の発生範囲などを

考慮して広域的なモデル化を行うため，覆工の局所的な

モデル化を必要とする非線形FEMの材料非線形の理論24)

をそのまま適用するとトンネルを精緻にモデル化するこ

とになるので，計算時間，精度や計算コストに関する問

題がある． 

ここでは，セグメント継手における剛性低下をリング

全体の曲げ剛性の低下で表現する修正慣用計算法になら

って，覆工のひび割れの発生と進展による剛性低下の影

響をリング一様の剛性低下で評価することを目的として，

下記に示すリング外圧試験により実験的に検討した． 

 

(1) リング外圧試験 

a) 試験方法 

リング外圧試験では，図-17 に示すように，未載荷で

ひび割れのない状態と予め別途載荷してひび割れを発生

させた状態のコンクリートリング供試体の天端部外周側

に鉛直集中荷重を載荷し，荷重と載荷点と支持点間の内

空変位（鉛直変位量）の関係を測定した．なお，試験細

目は「JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品」

に記載される曲げ強度試験方法に従った． 

使用したリング供試体は，外径360mm，肉厚30mmの

下水道用鉄筋コンクリート管で，この管から幅100mm程

度で切り出したものである．なお，この管の圧縮強度は

48 N/mm2で，中立軸には，らせん鉄筋2.6mm@44mmと配

力鉄筋2.9mm@106mmが配置されている．このコンクリ 
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図-18 荷重－内空変位曲線（コンクリート管番号3） 

 

表-3 リング外圧試験の結果 

コンク 
リート 
管番号 

リング剛性(N/mm) リング 
剛性低

下率α 

貫通 
ひび 
割れ数 

未載荷※ 

供試体 
載荷供試体 

Case 値 

1 17400 

1-1 13900 0.80 0 

1-2 11900 0.68 1 

1-3 8900 0.51 2 

2 10800 

2-1 10400 0.96 0 

2-2 10000 0.93 0 

2-3 4100 0.38 4 

3 11700 

3-1 8800 0.75 1 

3-2 7400 0.63 1 

3-3 6800 0.58 2 

※：3本の平均値 

 

ート管3本からそれぞれ6本の供試体を切り出し，3本は

そのまま（以下，未載荷供試体），残りの3本は載荷試

験25)でひび割れを発生させてから（以下，載荷供試体），

リング外圧試験を実施した． 

b) 試験結果 

図-18にリング外圧試験から得られた荷重－内空変位

曲線の一例を示す．図はピーク荷重までの範囲を示した

ものであるが，ピーク荷重の1/3の範囲までは，荷重と

内空変位は線形に近い関係を示していることがわかる． 

また，未載荷供試体に対して，載荷供試体の荷重－内

空変位曲線の線形部分の勾配は小さい．そこで，荷重－

内空変位の関係から，ピーク荷重が発現する1/3までの

線形部分の勾配を計算し，これをリング剛性と定義し，

未載荷供試体と載荷供試体のリング剛性の比率を剛性低

下率αとして算出した． 

 ここで，載荷供試体に発生しているひび割れのうち，

内外面の幅方向にほぼ貫通しているひび割れを貫通ひび

割れと定義した．試験結果を表-3に示す．載荷供試体の

うち，貫通ひび割れに分類されるひび割れがない供試体

の剛性低下率αは 小で0.80，貫通ひび割れが4本発生し

ている供試体は0.38であった．この試験結果より得られ 
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図-19 貫通ひび割れ数と剛性低下率の関係 
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図-20 ひび割れ発生密度評価のための領域区分 
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図-21 ひび割れ発生密度－剛性低下率の関係 

 

た，貫通ひび割れ数と剛性低下率の関係を図-19に整理

して示す．この図から，貫通ひび割れ数の増加にともな

ってリング剛性は単調に低下することが確認できる． 

 

(2) ひび割れの発生と進展による剛性低下モデルの誘      

導 

リング外圧試験の結果から，ひび割れの発生と進展の

影響をリング一様の剛性低下で表現できる可能性が確認

された．そこで，図-20に示すように，既往のシールド

トンネルで見られる変形モードを考慮して，載荷方向に

対してリング外面側および内面側における応力の引張，

圧縮の分布が異なる4つの領域を設定した．さらに，1リ

ングあたりのリング内外面を貫通しているひび割れが発
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生している領域の数をひび割れ発生密度n（0≦n≦4）と

し，ひび割れ発生密度nとリングの剛性低下率の関係を

整理したものを図-21に示す．ここで，回帰式は，式(2)

に示すようにひび割れ発生密度nの指数関数で定めるこ

ととし， ひび割れ発生密度n=0のとき剛性低下率1.0を通

るように 小二乗法で定数aを決定した． 

  α=ean                    (2) 

ここに，α：剛性低下率， n：ひび割れ発生密度， a： 

-0.3（相関係数0.979） 

また，式(2)を用い土水連成解析においてひび割れが

発生したリングの応力－ひずみ関係を式(3)で表すこと

とし，ひび割れ発生と進展による剛性低下モデルとした． 

σ=αE0ε                (3) 

ここに，σ：応力，α：剛性低下率，E0：弾性係数，ε：

ひずみ 

 なお，ひび割れの発生はコンクリートや地盤材料のよ

うな粘着力と内部摩擦角を有する材料の破壊現象でモデ

ル化するものとし，Drucker-Pragerの破壊基準26)を用いて

判定するものとした． 

 

(3) 剛性低下モデルと非線形FEMとの比較 

a) 解析モデルおよび解析方法 

2.で検証の対象としたシールドトンネル（外径

6900mm）に対して，3.(2)で考案した剛性低下モデルと

非線形FEMのモデルを利用した鉛直集中荷重を載荷した

解析を行い，両解析方法で得られた覆工のひび割れの発

生，進展状況および鉛直方向の内空変位量を比較した．

解析モデルを図-22に示す．剛性低下モデルでは，式(3)

に基づきひび割れ発生密度に応じて弾性係数を一様に低

下させた．なお，ここでは粘性土中のトンネルであり，

施工時の記録がないことから，安全側の結果が得られる

よう軸力卓越にならないよう水圧による初期応力は考慮

しないこととした． 

b) 解析結果および考察 

両解析より得られたひび割れ発生と進展状況を図-23 

 

  

 

(a)剛性低下モデル     (b)非線形FEMモデル 

図-22 解析モデル 

に示す．剛性低下モデルでは，内空変形量3mmの時点で

ひび割れ発生と判定される要素が発生し（n=2），変形

量が6mmになるとひび割れ発生密度がn=4となる．非線

形FEMと比較すると，定性的であるものの，ひび割れ発

生密度は同様の結果を示しており，進展傾向についても

概ね同様の結果が得られていることがわかる． 

また，剛性低下モデルと非線形FEMで得られた荷重－

鉛直変位量の関係を図-24に示す．剛性低下モデルにつ

いては，ひび割れの発生と進展に伴う剛性低下を考慮し

ない継手の影響のみを考慮した剛性低下モデル（線形）

の場合も併せて図示している．この結果，ひび割れを考

慮しない剛性低下モデル（線形）の場合には，非線形

FEMの結果と乖離しているが，ひび割れの発生と進展を 

 

  
(a)内空変形量（鉛直変位量）：3mm 

 

  
(b)変形量（鉛直変位量）：6mm 

 

  
(c)変形量（鉛直変位量）：20mm 

 

ひび割れ有り

ひび割れ無し

ひび割れ有り(赤から黄色)

ひび割れ無し(青)  
図-23 剛性低下モデルにおけるひび割れ発生要素 

  と非線形FEMにおけるクラックひずみ 

3mm 

6mm

20mm 

3mm 

6mm 

20mm 
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図-24 解析結果（荷重－鉛直変位量） 

 

考慮した剛性低下モデル（非線形）を用いた場合には，

ほぼ一致していることが確認できる． 

以上の結果から，ここで考案した剛性低下モデル（非

線形）による解析手法は，ひび割れの発生と進展につい

ては概略的な把握となるものの，荷重と内空変位量の関

係から決まる覆工の剛性は非線形FEMとほぼ同等の値が

得られることが確認できた． 

 
 
4. 剛性低下モデルを用いた土水連成解析 
 

(1) 解析方法および解析結果 

3.で考案した剛性低下モデル（非線形）を土水連成解

析に組み込み，本研究で対象としたシールドトンネルの

内空変位量を算定した．ここでは，土水連成解析モデル

の地表面に作用させた等分布荷重は，当該地域の地層構

成や地下水位変動から想定される値100kPaのみとした． 

図-25は，対象トンネルのひび割れ発生位置を示した

ものである．まず，供用開始後2年目にトンネル縦断方

向中央部で天端，下端にひび割れが生じ，ひび割れ発生

密度nが2となった．その後，ひび割れが進展して，6年

目にひび割れ発生密度nが全て4となった．それぞれの段

階でのひび割れ発生密度は同図に示しており，このひび

割れ発生密度に応じて解析ではトンネルリング剛性を一

様に低減した．観察が可能な内面側については，概略的

な把握であるものの，現場で確認されたひび割れと同様

に天端内面に発生しており発生位置は一致している． 

一方，図-26は，図-3の内空変位実測結果と解析値と

を比較したものである．ひび割れによるリング剛性低下

を考慮する場合（非線形）と考慮しない場合（線形）を

併せて示している．ひび割れの発生と進展によるリング

剛性低下を考慮することにより，圧密の影響が顕著に表

れる鉛直方向変位については，収束値のみならずひび割

れ進展に相当する経時的な内空変位量の変化についても

解析値と実測結果が概ね合致していることがわかる． 

n=0

ひび割れ発生位置

供用開始後
0～1年目

供用開始後
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図-25 ひび割れ発生位置およびひび割れ発生密度 

  （トンネル軸方向は1/30スケールで描画） 
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図-26 内空変位経時変化の実測値と解析値の比較 

 

(2) 考察 

周辺地盤の圧密沈下に起因するトンネルの変形によっ

て発生，進展する覆工のひび割れに伴う剛性低下を考慮

した土水連成解析により，本研究で対象としたシールド

トンネルの実測結果が適切に説明可能であるかどうかの

検討を行った．その結果，覆工のひび割れの発生，進展

に伴う剛性低下を考慮することにより，過去に地下水位

の変動履歴を有する当該地域で想定しうる 大10m程度
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の地下水位変動に相当する100kPaの等分布荷重の載荷で

生じる圧密沈下に起因するトンネル内空の鉛直方向変位

量の発生状況の解析結果は，実測値に適切に対応するも

のであった．また，トンネルのひび割れの発生位置につ

いても概略的には実測値と対応する結果が得られた． 

 

 

5. まとめ 

 

本研究では，地盤沈下に起因するシールドトンネルの

長期的な変形挙動を予測する解析手法について，長期に

わたる内空変位の計測が行われた軟弱地盤に建設された

シールドトンネルを対象として検討した．得られた成果

を以下に示す． 

1）従来の継手による剛性低下のみを考慮したトンネル

の変形挙動を求める土水連成解析と覆工に関する非線

形FEMを組み合わせた解析を試行した結果，対象トン

ネルの詳細なひび割れデータはないが，現場で観察さ

れたひび割れと同様に，クラウン付近の主桁部軸方向

に，ひび割れが発生する結果を得ることができ，さら

に，不明であったひび割れ進展過程を推定できること

がわかった． 

2）土水連成解析では，当該地域の地層構成や地下水位

変動から想定される以上の等分布荷重を作用させる必

要があるという課題も明らかになった．解析手法の立

場からすれば，ひび割れ発生による覆工の剛性低下の

影響も大きい可能性があり，ひび割れ発生後の剛性低

下を土水連成解析でも考慮できれば，より現場に近い

内空変位を求めることが可能であることが推定された． 

3）コンクリート円管のリング外圧試験を行い，ひび割

れの発生と進展に伴うリング剛性の低下について実験

的に調査し，これをもとにひび割れ発生密度を用いた

リング剛性低下のモデル化手法を考案した． 

4）ひび割れ発生密度を考慮した剛性低下モデルと非線

形FEMによりトンネルモデルの一軸載荷を解析した結

果，ほぼ同様のひび割れの発生と進展がみられ，内空

変位量についてもほぼ一致することを確認した． 

5）周辺地盤の圧密沈下に起因するトンネルの変形によ

って発生，進展する覆工のひび割れに伴う剛性低下を

考慮した土水連成解析により，対象としたシールドト

ンネルの実測結果が適切に説明可能であるかどうかの

検討を行った．その結果，当該地域の地層構成や地下

水位変動に相当する等分布荷重の載荷で生じる圧密沈

下に起因するトンネル内空の鉛直方向変位量の発生状

況の解析結果は，実測値に適切に対応するものであり，

トンネルのひび割れの発生位置についても概略的には

実測値と対応する結果が得られることがわかった． 

本研究で提案した解析手法は，地盤沈下に起因するシ

ールドトンネルの長期変形挙動の解明や維持管理の実務

で変状の進行予測を行うツールとして活用できるものと

考えられる．しかし，圧密における実際の作用は地下水

位の変動であるが，当該地域の地盤全体の挙動が地表面

と沖積層の挙動が異なるなど複雑であることから，本論

文では，記録があるトンネル内空変位量の経時変化に着

目した．今後は，既往の測定結果21)と地盤の変形量も一

致させるため，広域的な地下水流動解析で地下水位変動

を精緻に求めるとともに，浸透力を考慮した解析により

地盤の変形量についても予測精度の向上を図る予定であ

る． 

 

謝辞：本研究で実施した非線形FEMについては同済大学

の杜世開教授に多大なるご指導をいただいた．また，リ

ング外圧試験については（株）フジタの吉川和行氏に，

解析の実施については新井泰氏，村井稔生氏，木股浩孝

氏に多大なるご協力をいただいた．ここに感謝の意を表

します． 

 

参考文献 

1) 国土交通省鉄道局，財団法人鉄道総合技術研究所：

鉄道構造物等設計標準・同解説 シールドトンネル，

丸善，2002. 
2) 財団法人鉄道総合技術研究所：都市部鉄道構造物の

近接施工対策マニュアル，2007. 
3) 山口高嶺，鈴木延彰，藍郷一博：東京トンネルの変

状と対策について，第 59 回年土木学会次学術講演会

IV-131，pp.261-262，2004. 
4) 斉藤正幸，古田勝，山本稔：沖積層地盤に構築した

シールドトンネルの変形に関する考察，トンネル工

学研究発表会論文・報告集，Vol.4，pp.55-62，1994. 
5) 古田勝，野邑敏行：地下鉄シールドトンネルの長期

間における断面変形に関する考察，地下空間シンポ

ジウム論文・報告集，Vol.12，pp.207-212，2007. 
6) 津野究，三浦孝智，石川幸宏，山本努，河畑充弘：

内空断面測定および変状展開図より把握したシール

ドトンネルの変形傾向，トンネル工学報告集，Vol.17，
pp.257-261，2007. 

7) 塩冶幸男，内藤幸弘，阿南健一，大塚正博，小泉

淳：経年劣化したシールドトンネルの補強に関する

研究，土木学会論文集 F1，Vol.67，No.2，pp.62-78，
2011. 

8) 小山幸則，米島賢二，松本吉雄，新井泰：自然地盤

沈下に伴うトンネルへの増加荷重の検討，第 29 回土

質工学研究発表会，pp.1995-1996，1994. 
9) 赤木寛一，小宮一仁：軟弱粘性土地盤の沈下に伴う

トンネル周面土圧の変化について，第 25 回土質工学

研究発表会，pp.1747-1750，1990. 
10) 赤木寛一，小宮一仁，尾浦猛人：粘土地盤の圧密沈

下に起因するトンネル土圧の作用機構について，第

29 回土質工学研究発表会，pp.1993-1994，1994. 
11) 有泉毅，五十嵐寛昌，金子俊輔，永谷英基，山崎剛，

日下部治：周辺地盤の圧密沈下に伴う既設シールド

トンネル作用荷重の変化メカニズム，土木学会論文

土木学会論文集C（地圏工学）, Vol. 69, No. 4, 457-468, 2013.

467



 

 

集，No.750/III-65，pp.115-134，2003. 
12) 有泉毅，金子俊輔，塩冶幸男，山崎剛，日下部治：

軟弱粘性土地盤の圧密に伴うシールドトンネルの長

期荷重に関する解析的研究，土木学会論文集，

No.799/III-72，pp.89-108，2005. 
13) 社団法人 土木学会：コンクリート標準示方書 設計編，

2008. 
14) 松岡茂，益田彰久，松尾庄二，柳博文：ひび割れを

考慮したトンネル覆工解析に関する研究，土木学会

論文集，No.554/III-37，pp.147-156，1996. 
15) 小島芳之，津野究，佐野信夫，伊藤哲男，馬場弘二，

松岡茂，川島義和：三次元効果を考慮したトンネル

覆工のひび割れ進展と力学特性，土木学会論文集 F，
Vol.62，No.1，pp.53-66，2006. 

16) 佐野信夫，伊藤哲男，馬場弘二，小島芳之，津野究，

川島義和，松岡茂：ひび割れ進展と剛性変化に基づ

いたトンネル覆工の健全度評価，土木学会論文集 F，
Vol.62，No.2，pp.194-202，2006. 

17) 村上博智，小泉淳：シールドセグメントリングの耐

荷機構について，土木学会論文集，No.272，pp.103-
115，1978. 

18) 小山幸則，岡野法之，清水満：シールドトンネルに

おけるセグメント継手の 3 次元 FEM 解析，トンネル

工学研究発表会論文・報告集，Vol.5，pp.397-402，
1995. 

19) 官林星，藤沼愛，小泉淳：鉄筋コンクリート平板形

セグメントのセグメント幅に関する研究，土木学会

論文集，Vol.46，No.4，pp.483-497，2008. 

20) 焼田真司，仲山貴司，小西真治，赤木寛一：シール

ドトンネルのひび割れ進展過程に関する一考察，土

木学会論文集 F1(トンネル工学)特集号，Vol.67，No.3，
pp.109-116，2011. 

21) 東京都環境局：東京都の地盤沈下と地下水の再検証

について，2011. 
22) 新井泰，杜世開，山本努，渡辺忠朋：非線形挙動を

考慮した開削トンネルのひび割れ調査結果シミュレ

ーション，トンネル工学論文集，Vol.15，pp.173-181，
2005. 

23) 吉川弘道，西藤厚，金刀督純：引張強度の空間的変

動を考慮したコンクリートの FEM 破壊シミュレーシ

ョン，コンクリート工学論文集，Vol.7，pp.103-117，
1996. 

24) 国土交通省鉄道局，財団法人鉄道総合技術研究所：

鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物，

丸善，2004. 
25) 村井稔生，焼田真司，津野究，新井泰，吉川和行：

シールドトンネル掘進時の施工時荷重に関する実験

的研究，トンネル工学報告集，第 20 巻，pp.293-298，
2010. 

26) Drucker, D. C. and Prager, W.: Solid mechanics and plas-
tic analysis for limit design, Quarterly of Applied Mathe-
matics, Vol.10, No.2, pp.157-165, 1952. 

 

(2012. 8. 6 受付) 

 

 
 

LONG TERM DEFORMATION ANALYSIS OF A SHIELD TUNNEL DUE TO 
CONSOLIDATION SETTLEMENT CONSIDERING CRACK INDUCED 

STIFFNESS REDUCTION 
 

Shinji YAKITA, Takashi NAKAYAMA, Kiwamu TSUNO,  
Hiroki TAKAHASHI, Kazuhito KOMIYA and Hirokazu AKAGI 

 
In order to predict the long-term deformation of shield tunnels located in soft clayey ground and con-

duct their long-term management, this paper investigates the calculation method of long term tunnel de-
formation due to the consolidation settlement of surrounding ground. Although it is required to take into 
account of the non-linear behavior caused by the generation of cracks within the tunnel lining and their 
enlargement, it is difficult to employ the sophisticated segment-ring model for tunnel lining because of 
calculation time and memory. Therefore, this paper proposes the empirical modeling method of the reduc-
tion of stiffness due to the generation and the enlargement of cracks and combines it with the soil-water-
coupling analysis of tunnel deformation. The proposed method was verified and validated by the compar-
ison between the calculation results and the field measurement results. 
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