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鷲羽山トンネル 習志野台トンネル 小束山トンネル 青梅トンネル 月寒トンネル

2階立て、4つ目トンネル 膨張性地山 CD,CRD工法 めがねトンネル 2階立てトンネル
１）鉄道トンネル掘削時の
計測変位を用いた逆解析
を実施し、その逆解析結果
からトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布を求
め、鉄道トンネルの健全性
を検証するとともに、道路ト
ンネル掘削へ及ぼす影響
を評価する。

・ 地山物性値（変形係数と
側圧係数）

・ 地山物性値の推定 ・ 時間依存性地山でのトン
ネルの挙動を把握するた
め。
・ 適切な掘削工法と支保構
造を採用するため。

・ 適切な掘削工法と支保構
造を採用するため

援用した施工方法（補助工
法を含む）が、故計上期待
した機能を究拝したかどう
か確認するために実施し
た．狭義の目的としては、
地山内の変位分布を求め、
その状態から地やまないの
変位抑制効果がどのように
発揮されたかを調べること
であった．

ピラー、支保工に作用する
荷重

・現状（上部断面掘削時）に
おける地山のひずみ状態・
異方性損傷状態

当該工事はCD-NATMを採
用したため、CD－NATMの
比較的初期の掘削段階の
計測結果を用いて逆解析
を実施し、その結果を基に
した 終掘削段階の予測
解析によって地山ひずみ分
布、地表面沈下を評価する
ことを主たる目的とした｡

２）鉄道トンネル掘削時の
逆解析結果を利用して、道
路トンネル導坑掘削時の変
位挙動およびトンネル周辺
地山の 大せん断ひずみ
分布の予測を行なう。

・逆解析結果を利用した下
部掘削時の地山変位（未実
施）

３）道路トンネル導坑掘削
時の計測変位を用いた逆
解析を実施し、その逆解析
結果からトンネル周辺地山
の 大せん断ひずみ分布
を求め、道路トンネル周辺
地山の健全性を検証すると
ともに、予測値との比較を
行い、力学モデルの妥当性
を検証する。

４）鉄道トンネル、および道
路トンネル導坑掘削時の逆
解析結果を利用して、西側
道路トンネル上・下半、およ
び東側道路トンネル上・下
半導坑掘削時の変位挙動
およびトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布の

予測を行なう。

５）西側道路トンネル上・下
半、および東側道路トンネ
ル上・下半導坑掘削時の変
位計測結果を用いた逆解
析を実施し、その逆解析結
果からトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布を

求め、鷲羽山トンネルの長
期的な健全性を評価する。

１）各施工段階における計
測結果を基に逆解析を実
施し、各施工過程での地山
およびトンネルの健全性を
検証する。

・ 以後の円形導坑および
本坑拡幅掘削の解析・検討
のための地山物性値を決
定し、支保工の設計に役立
てる。

・ 残りの円形導坑および拡
幅掘削に関する解析・検討
のための地山物性値の決
定

・ 早期にインバートコンク
リートを打設し、変位抑制
効果を確かめる。

・ 早期にインバートコンク
リートを打設し、変位抑制
効果を確かめる。

施工管理に役立てることを
目的としてはいない．むし
ろ、採用した施工法が一般
的に想定した機能を有して
いることを立証することを目
的とした．

・土被りが浅い区間の計測
結果から、その先の土被り
が大きい区間における支保
応力を予測（事前解析の妥
当性確認）。事前解析と傾
向が異なるようであれば、
支保工ランク変更。

・地表沈下・周辺構造物（ガ
ス管）変状に対する補助工
法（水平ジェットグラウトな
ど）の効果確認の一資料

１）CD-NATM 終掘削段
階において何らかの問題
が予測される場合、支保の
見直しを行なう。

２）各施工段階における計
測結果を基に次段階の地
山挙動を予測し、各施工段
階において何らかの問題
が予測される場合、支保お
よび工法の見直しを行な
う。

・また、後進坑掘削時に先
進坑側の支保工に大きな
応力が発生する事が事前
解析でわかっていた。先進
坑掘削段階で、後進坑掘
削段階の支保応力を予測。

・（必要があれば）追加の地
表沈下対策工法の比較検
討（未実施）

２）地表面沈下が許容値を
超えることが予測された場
合、注入等の対策を可能な
かぎり早く実施する。

山王トンネル

何を知るために逆解
析を行ったか？

分析項目 日暮山トンネル

施工管理にどのように
役立てるつもりであっ
たか？



鷲羽山トンネル 習志野台トンネル 小束山トンネル 青梅トンネル 月寒トンネル
2階立て、4つ目トンネル 膨張性地山 CD,CRD工法 めがねトンネル 2階立てトンネル
３）施工過程において発生
する構造的弱部を早期に
把握し、必要があれば注入
等の対策を可能なかぎり早
く実施する。

３）近隣ならびに甲に対す
る、定量的な説明資料とし
ての役割。

４） 終施工段階におい
て、既往の計測結果を基に
当該トンネル工事の妥当性
を検証するとともに、長期
的な安定性の評価を行う。

何をどのように計測した
か？

内空変位
天端沈下
地中変位  スライディングマイ
クロメータ（坑内から挿入）
スライディングマイクロメータ
（地表より挿入）
トリベック（３方向変位測定、
地表より挿入）
覆工応力
ロックボルト軸力 ボルト軸力
計

・ 天端沈下、
   内空変位、
   地中変位、
   鋼アーチ支保工応力、
   吹付けコンクリート応力、
   背面土圧
・ 地山試料試験、
   平板載荷試験

・ 天端沈下、
  内空変位、
  一部地中変位

・ トンネル内空変位を通常の
Ａ計測で計測した。

・ トンネル内空変位を通常の
Ａ計測で計測した。

トンネル掘削に伴う地山内の
変位を横断的に測定した．

・トンネル内空変位、
 天端沈下（３次元測定器）
・鋼製支保鋼応力
  （ひずみｹﾞｰｼﾞ）
・吹き付けコンクリート応力
 （吹付けコンクリート有効応
力計）
・センターピラー傾斜
  （傾斜計）
・センターピラー作用荷重
  （鉄筋計）
・センターピラー底盤地盤反
力
  （土圧計）

・10m毎に内空変位計測
 （光波測距計）
・20m毎に地表変位計測
 （レベル計測）
・20m～40m毎に青梅ガス沈
下棒計測（レベル計測）
・雨水ボックス内の沈下
（レベル計測）、
・3断面でＢ計測
（地中沈下、地中水平変
位、
　鋼アーチ支保工軸力、
　長尺先受け工縁応力、
　吹付けコンクリート応力、
　以上自動計測）
・地下水位（自動計測）
・覆工コンクリート応力
（自動計測）

内空変位
天端沈下
地中変位
   多段式地中変位計
　　　（地表より挿入）
　 挿入式傾斜計
　　　（自動測定）
構造物傾斜
   定置式傾斜計
ロックボルト軸力
   ボルト軸力計

計測方法は結果の評
価方法と関連付けて
決定されているか？

鷲羽山トンネルの構造は、
上段に道路1種2級の上下
線2本、下段に新幹線用と
在来線（甲種）用2本の2段
双設トンネル形状となって
いる。こうした構造物形状
の特殊性や、それに起因す
る施工過程の複雑さのため
に、工事の安全性や経済
性が過去の経験的要素の
統合だけでは、十分に確保
しきれないというむずかしさ
を含むことになり、現場計
測を援用し、その計測結果
を設計・施工へフィードバッ
クすることが不可欠とされ
た。

・ 支保工の作用応力を把
握している。
・ 地中変位測定により塑性
域の評価を行っている。

・ 地中変位測定により塑性
域の評価を行っている。

・ 時間依存性の変位を計
測するため、掘削をしてい
ない期間の変位も計測し
た。

・ 計測データは等精度であ
るが計測時間間隔は不揃
いで、時間間隔で変位誤差
２乗和に重み付けをしてい
る。

結果の評価方法をあらかじ
め考慮して、それに必要な
項目、測点配置、測定頻度
で計測を実施した。

深く考えていなかった。 施工管理上必要な個所で
計測を実施。特に逆解析を
意識した計測計画とはして
いない。

基本的に地表面沈下を管
理することを目的として計
測計画が立案された｡ただ
し、トンネルの安定性を確
保することが、地表面沈下
を抑制する も効果的な対
策工であるとの考え方か
ら、トンネルに関しても十分
な計測項目と数量が設けら
れたと考える｡

どのデータがどのよう
に活用されたか？

逆解析の入力としては地中
変位、内空変位、天端沈下
の３項目を用いた。このう
ち、内空変位と天端沈下に
関しては計測開始時期の
問題から、先進坑(D部)２段
目掘削および後進坑２段目
掘削以降の増分値を入力
データとして扱った。
また、予測解析は吹付けコ
ンクリート、ロックボルトなら
びに支保工をモデル化し、
この解析値と計測値との比
較で、逆解析ならびに予測
解析の精度を照査した。

・ 導坑の天端沈下、内空変
位、地中変位の一部で弾
性逆解析を行い、弾性係数
と側圧係数を求めた。
・ 円孔の弾塑性解と地中
変位を比較して、塑性範囲
を求めた。
・ 導坑の計測結果と電中
研方式非線形解析を比較
して、初期の弾性係数を定
めた。
・ 本坑の内空変位、吹付け
コンクリート応力、鋼アーチ
支保工応力と解析結果を
比較した。

・ 天端沈下、内空変位、弾
性域と考えられる範囲の地
中変位で弾性逆解析を行
い、
弾性係数と側圧係数を求
めた。
・ 地中変位と円形孔の理
論式との比較から、塑性範
囲を求めた。
・ 円形導坑の計測結果と
電中研方式非線形解析を
比較して、地山物性値を定
めた。
・ 地山試料試験、原位置試
験等が、地山物性値の検
討で比較されている。

・ 地山資料試験結果が逆
解析結果と比較されてい
る。

・ 地山資料試験結果が逆
解析結果と比較されてい
る。

トンネル縦断面の沈下およ
び水平変位が、逆解析の
入力データとして、また、解
析手法の精度確認データと
して活用された．

鋼製支保応力、吹付け応
力＋センターピラー応力＋
地盤反力からセンターピ
ラーに作用する荷重を確
認。（設計荷重妥当性の
チェック）

逆解析の入力パラメータと
して使用した計測データ：D
Ⅳ-4断面（断面が若干大き
い）における地表沈下分
布、地中沈下分布、地中水
平変位分布（2000年１月31
日のデータ）
・その他のデータ：現状での
工事の安全性の確認に使
用

逆解析の入力としては地中
変位、内空変位、天端沈下
の３項目を用いた｡このう
ち、内空変位と天端沈下に
関しては計測開始時期の
問題から、先進坑(D部)２段
目掘削および後進坑２段目
掘削以降の増分値を入力
データとして扱った。
また、予測解析は吹付けコ
ンクリート、ロックボルトなら
びに支保工をモデル化し、
この解析値と計測値との比
較で、逆解析ならびに予測
解析の精度を照査した。

日暮山トンネル 山王トンネル分析項目

施工管理にどのように
役立てるつもりであっ
たか？



鷲羽山トンネル 習志野台トンネル 小束山トンネル 青梅トンネル 月寒トンネル
2階立て、4つ目トンネル 膨張性地山 CD,CRD工法 めがねトンネル 2階立てトンネル

地中変位計の設置時
期はいつか？

地表面からの地中変位計
は掘削開始前に設置、およ
び計測が開始された。ま
た、坑内からの変位計は

掘削開始前に設置、および
計測が開始された。

掘削後の設置なら
ば、初期変位をどう評
価したか？またはそ
の推定方法は？

上記より不要 上記より不要

内空変位は計測して
いるか？

計測している。なお、未計
測変位分については順解
析により比率を推定し、地
中変位計測との整合性を
満たすよう心掛けた。

計測している。なお、未計
測変位分については順解
析により比率を推定し、地
中変位計測との整合性を
満たすよう心掛けた。

結局活用されなかっ
たデータはあったか？

ロックボルトを除く全ての計
測項目について、予測解析
との比較が行なわれた。ま
た、ロックボルト軸力につい
ては施工管理に用いられ
た。

・ 側圧係数は計測工Ｂの
背面土圧測定、吹付コンク
リート応力測定、鋼製支保
工応力測定結果に基づい
て推定する方法もあるが、
測定結果の確度が低下す
るため、行わなかった。

・ 側圧係数は計測工Ｂの
背面土圧測定、吹付コンク
リート応力測定、鋼製支保
工応力測定結果に基づい
て推定する方法もあるが、
測定結果の確度が低下す
るため、行わなかった。

・ 斜め測線と左右の沈下
データは、変形が左右非対
称なため使用しなかった。

（吹付コンクリート応力は実
測しなかったか、あるいは、
使えなかったか？）

特になかった． 内空変位測定（理解に苦し
んだ。中央坑寄り壁面と外
側壁面とで動きが異なる。
坑内の変位は天端沈下を
重視した）

基本的にすべてのデータに
基づいて工事の安全性を
確認

構造物傾斜は逆解析結果
と直接関連付けられなかっ
たが、施工管理上は重要な
管理項目であった｡

あとで「測っておけば
良かった」というような
データはあったか？

今後のめがねトンネルの設
計を考えるとセンターピラー
部に作用する荷重を直接
的評価できる計測項目が
あればよかったと思う。

・ 地中変位のデータが得ら
れれば、より精度良い解析
が可能であった。

・ 地中変位のデータが得ら
れれば、より精度良い解析
が可能であった。

特になかった．今後の解析
技術の開発を考えれば、ト
ンネル縦断方向の変位に
ついても測定しておけばよ
かったかも知れない．

特にない 特になし 項目的にはなかったが、計
測開始時期の違いを修正
するための、補助的な計測
があればよかったものと考
える｡

計測から得られた知
見は何か？

・ 原位置試験は、掘削に
よって既にゆるんだ地山で
実施したため、小さな変形
係数となった。
・ 掘削開放率等により解析
結果は多少異なってくる。

・ 先行変位率等により解析
結果は多少異なってくる。

・ 地山が時間依存性を示
し、掘削をしていない状態
でも内空変位が増加するこ
と。

異方性損傷パラメータや非
弾性の体積変化を考慮した
逆解析手法を確立するとと
もに、この手法が、土被り
の浅い未固結地山の地盤
内のひずみ分布等を予測
し、地山状態を評価するの
に有効な手法であることが
確認された．

現状では周辺構造物（ガス
管）の変位や支保工応力は
許容値（管理基準値）以内
であること
・地表から雨水ボックス、天
端までが、とも下がりで沈
下していること

いつから（どの時点か
ら）計測したか？

・ 導坑：導坑切羽到達時点
から本坑掘削まで計測し
た。
・ 本坑：上半切羽到達より
計測を開始している。

・ 切羽が到達し、吹付けコ
ンクリート施工後に計測を
開始した。

トンネル掘削の影響が現れ
る前の時点から測定を開始
した．

内空変位は２間（２ｍ）離れ
で計測

トンネル掘削開始前（１ヶ月
前）から計測を実施

誰が逆解析を行った
のか？

住友建設本社土木設計部 ・ 福田組建設本部技術部
（桜沢）が担当した。

発注者と大学関係者 本社設計部職員 本社情報システム部所属
の中堅・若手技術者

逆解析にどれくらいの
時間がかかったの
か？

・ 解析のみで20日程度を
要した。

工事が完了した後、十分時
間をかけて実施した．新し
い逆解析手法の開発もか
ねた．

事前解析との比較のため、
施工段階では逆解析作業
を行っていない。

3～4日（事前予測解析に用
いたメッシュ修正にほとん
どの時間を費やす）

基本的にどのような挙
動特性を有する地山
であるか？（弾性、塑
性、時間依存、局所化
など）

巨視的にみると連続体挙
動と評価できるが、Ｄ級岩
盤区間は不連続な挙動が
確認される。また、上・下二
段のめがねトンネルという
ことから、既掘削トンネルに
よる地山の擾乱が重要に
なるだけでなく、既設トンネ
ルも近接トンネル施工によ
る影響を受ける。

・ 弾塑性挙動 ・ 弾塑性挙動 ・ 地山強比から塑性化する
と想定される。
・ 掘削による応力解放がな
くとも、徐々に内空変位が
増加する時間依存性を示
す。

・ 弾性挙動から塑性域を生
じ、塑性域で時間依存性の
変位を示す。

弾性的部分とせん断ひず
みに依存する非線型性部
分をもち、さらに、非弾性的
な体積変化を生ずる地盤で
ある．（地盤のせん断ひず
み状態や変位分布を再現
するには、上記の特性を考
慮する必要があることがわ
かったことから、それらの特
性を有する地盤と考えた．）

未固結砂礫層が主体の地
山であり、土被りも非常に
浅いことから、通常は大き
な塑性ひずみの発生が懸
念される。しかし、対策工で
ひずみを小さく抑えられれ
ば、ほぼ弾性的性質を有す
る。

天端沈下と地表沈下が連
動するいわゆる’とも下が
り’現象を呈すことから、塑
性科した地山であるものと
推定された｡

日暮山トンネル 山王トンネル分析項目
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どのような手法を用い
たか？

当該トンネルの逆解析業務
では上・下ニ段でかつそれ
ぞれがめがねトンネルとい
う特殊性から、先に掘削さ
れたトンネルによる地山の
緩みや初期応力状態の変
化が非常に重要視された。
このため、逆解析によって
同定する初期応力パラメー
タに擾乱の項を導入するこ
ととした。

・ 線形弾性逆解析：逆定式
化法(DBAP)
・ 非線形弾性逆解析：FEM
順解析によるパラメータス
タディ

・ ＤＢＡＰ：初期応力および
材料定数を未知数として、
通常の構造解析の逆の定
式化によって解を得る、逆
定式化法による。
・ 直接定式化法：変位誤差
の２乗和で表される誤差関
数を 小にするように、初
期応力や材料定数を求め
る。

・ 非線形 小2乗法（修正
Marquardt法）

・ 非線形 適化手法の修
正Marquardt法

異方性損傷パラメータと非
弾性体積変化を考慮した非
線形逆解析手法．

弾性解析によるパラメータ
スタディ

異方性損傷パラメータを考
慮した逆解析および弾性逆
解析（逆定式化法）

櫻井先生の提案するDBAP
（直接逆解析法）。

計測データの誤差を
考慮しているか？

測定開始時期の整合性を
主として考えた。

・ 特に考慮していない。線
形弾性解析では5断面で逆
解析して、平均的な弾性係
数と側圧係数を求めた。

・ 先行変位率等により解析
結果が異なってくる。

・ 計測データは等精度であ
るが計測時間間隔は不揃
いで、時間間隔で変位誤差
２乗和に重み付けをしてい
る。

・ （初期変位測定時期が関
係すると考えられる。）

考慮していない． 定量的には考慮していな
い。

経時的なばらつきや位置的
なばらつきは考慮していな
い（解析対象断面のある時
刻のデータをそのまま利
用）

測定精度よりも、設置時期
の違いの整合性を主として
考えた｡

問題設定の基本方針

当該工事は上・下二段のめ
がねトンネルと世界的にも
例のない工事であったた
め、その安定性には特に注
意を要し、各施工段階での
地山の健全性と次段階施
工への影響を正確に把握
し、さらにその予測を行なう
ことが重要視された。この
ため、次段階施工への影
響を評価する手法の開発
が望まれたほかに、複雑な
施工過程全体を統括し、計
測・逆解析・フィードバック
のプランを設定することが、
実務への展開上不可欠と
なった。

・ 導坑掘削時の計測結果
を、以後の本坑掘削時の挙
動予測に使用する。

・ バラツキのある中で、信
頼できる地山物性値を定め
ないと、以後の順解析予測
に使用できない。

・ 地山自身がもつ時間依
存性を表せないと、変位の
収束時期や 終変位量、
支保工や地山の応力状態
を、施工途中で把握するこ
とができない。
・ 2次元解析では、時間依
存性による変位と掘削解法
率が影響しあうため、3次元
解析とした。

・ 地山自身がもつ時間依
存性を表せないと、変位の
収束時期や 終変位量、
支保工や地山の応力状態
を、把握することができな
い。

従来の初期応力パラメータ
を求め、その値が、土披り、
側圧係数、地山弾性係数
等から決まる初期応力状
態ととの相違を求め、その
相違が著しい場合に、純解
析を用いて修正設計を行
う．

予測解析と同じ 掘削に伴って局所的なゆる
み域が地表に向かって発
達するかどうかを検討す
る。

当該工事においては、トン
ネル自体の健全性もさるこ
とながら、住宅部で被り１．
５D程度、また国道３６号線
下において１．０D程度と被
りが非常に薄く、しかも日常
生活の維持ならびに国道
交通の共用を義務付けら
れているため、トンネル掘
削による地表への影響を的
確に評価することが求めら
れた｡このため、地表形状
や地層の分布等をできる限
り的確にモデル化するとと
もに、解析対象断面を数多
く設定した｡

モデル化においてど
のような仮定（簡略
化）をしているか？

幾何学モデルとしてはとく
にない。

・ 線形弾性解析および非
線形弾性解析（電中研モデ
ル）

・ 基本的に弾性解析（非線
形弾性解析も含む）

・ 地山をMohr-Coulombの
降伏条件に従う弾塑性材
料とし、関連流れ則による
塑性ひずみが時間依存性
を示し、弾性ひずみは時間
に依存しないと仮定した。

・ Mohr-Coulombの降伏条
件を用いた弾塑性流れ則
による塑性ひずみ、およ
び、　塑性ひずみに限定し
て、時間依存により線形的
に増加するクリープひずみ
を仮定する。

実挙動を反映するように、
これまでのモデルに付加し
た新たな仮定（異方性損傷
パラメータ）を導入した．

予測解析と同じ 二次元断面でモデル化、土
層種類は1種類、異方性損
傷を考慮する領域をトンネ
ル底盤部よりも上に設定、
支保工・先受け工・水平
ジェットグラウトなどの物性
は線形弾性体としてモデル
化（物性は既知）、鉛直方
向初期応力は土被り圧に
等しく側圧係数は一定、な
どを仮定。

当該の問題に関しては３次
元解析を実施することが望
ましいが、経費や解析時間
の問題、さらには速やかな
フィードバックを心がけたた
めに２次元解析を選択せざ
るを得なかった｡

必要な入力情報は
あったか？

項目としては網羅されたも
のと考える。

・ 逆解析する未知パラメー
タ以外は、過去の事例を参
考に物性値を決めた。

・ 地山の初期応力は平面
ひずみモデルによる自重計
算で与える。
・ 支保開始後の地山の応
力解放率を仮定して、この
応力解放力に対して計測
値を入力して逆解析を行
う。

・ 地山の初期鉛直応力は
全土被り荷重として、一定
の初期応力を与える。
・ 内部摩擦角は仮定した
が、原位置試験あるいは室
内試験から求めることも考
えられる。

地山の初期鉛直応力は全
土被り荷重として、一定の
初期応力を与える。
・ （内部摩擦角を固定して
おり、原位置試験or室内試
験で信頼できる値を確定す
ると考えられる。）

問題設定の主旨から必要
な入力情報はあった．

あった。 基本的に必要な入力データ
はそろっていた

項目としては網羅されたも
のと考える｡

何が未知数となってい
るか？

初期応力ならびに地山の
変形特性、および既掘削ト
ンネルによる地山応力状態
の変化、ならびに岩盤損傷
の程度。

・ 線形弾性解析：地山変形
係数、側圧係数
・ 非線形弾性解析：地山の
初期弾性係数（初期応力は
自重解析による）

・ 地山変形係数、側圧係数
・ 地山の入力物性値

・ 側圧係数、弾性係数、粘
着力、流動性パラメータの4
つを未知パラメータとした。

・ 弾性係数、側圧係数、粘
着力、流動性パラメータで
独立性がある。

いわゆる初期応力パラメー
タである．

地山の弾性係数、側圧係
数、応力解放率

地盤の弾性係数と初期地
圧の比、異方性損傷のしや
すさを表すパラメータ

初期応力ならびに地山の
変形特性。特にシルト層の
変形特性は地表面沈下を
卓越的に支配するため、
も重要な同定項目と考え
た｡

直接の出力結果は何
か？

初期応力パラメータ成分、
および地山の擾乱に関す
るパラメータ

・ 線形弾性解析：地山変形
係数、側圧係数
・ 非線形弾性解析：地山の
初期弾性係数（初期応力は
自重解析による）

・ 地山の入力物性値を求
める。

・ 地山の材料物性値（側圧
係数、弾性係数、粘着力、
流動性パラメータ）

・ 地山の材料物性値を求
める。

いわゆる初期応力パラメー
タ（σ/E）である

支保（センターピラー）応力 地盤の弾性係数と初期地
圧の比、異方性損傷のしや
すさを表すパラメータ

初期応力成分、各地層ごと
の変形係数、異方性パラ
メータ

分析項目 日暮山トンネル 山王トンネル
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逆解析結果は実挙動
にあっているか？

・ 円形導坑の解析で、支保
部材に発生する断面力は、
計測値と同様な値と傾向を
示しており、解析の妥当性
を確認した。

・ 逆解析結果の反映は、地
山変形係数のみと思われ
る。
他の項目は、電中研方式
の制約が強すぎると感じ
る。

・ 逆解析された地山物性値
による順解析の内空変位と
計測変位を比較して、おお
むね実挙動を表現している
と思われる。

実挙動を反映するモデルを
開発して評価しているの
で、概ね、実挙動を反映し
ている．

センターピラー、支保工応
力は合っている

計測値と逆解析結果（弾性
逆解析及び異方性損傷を
考慮した逆解析）は整合し
ていると判断

１）鉄道トンネル掘削時の
計測変位を用いた逆解析
を実施し、その逆解析結果
からトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布を求
め、鉄道トンネルの健全性
を検証するとともに、道路ト
ンネル掘削へ及ぼす影響
を評価する。

・ 得られた変形係数と側圧
係数を用いて、本坑掘削時
の順解析を行っている。

・ 得られた入力物性値を順
解析に用いている。

・ 時間依存性変位、地山お
よび吹付けコンクリートの
応力状態の考察を行ってい
る。

・ 時間依存性変位、地山応
力状況の考察を行ってい
る。

その工事の設計施工で反
映はさせていない．別途工
事で同様の条件下でこの
補助工法を採用する場合
の機能評価に用いることに
している．

地山の評価（特に弾性係
数）の見直し

弾性逆解析結果と異方性
損傷を考慮した逆解析結果
を比較して大きな差異がな
いことから、地山状態は健
全であること（ほぼ弾性状
態を保ち、局所的な塑性域
はほとんど発生していない
こと）を確認

１） 順解析を実施し現状推
定される地山のひずみ分
布をもとめ、限界ひずみに
よる安定性評価の実施。

２）鉄道トンネル掘削時の
逆解析結果を利用して、道
路トンネル導坑掘削時の変
位挙動およびトンネル周辺
地山の 大せん断ひずみ
分布の予測を行なう。

２） CD－NATM 終掘削時
における地山のひずみ分
布ならびに地表面沈下を予
測｡

３）道路トンネル導坑掘削
時の計測変位を用いた逆
解析を実施し、その逆解析
結果からトンネル周辺地山
の 大せん断ひずみ分布
を求め、道路トンネル周辺
地山の健全性を検証すると
ともに、予測値との比較を
行い、力学モデルの妥当性
を検証する。

３） 上記の 終予測に問題
が生じた場合の支保ならび
に掘削工法検討の基礎資
料。

４）鉄道トンネル、および道
路トンネル導坑掘削時の逆
解析結果を利用して、西側
道路トンネル上・下半、およ
び東側道路トンネル上・下
半導坑掘削時の変位挙動
およびトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布の

予測を行なう。

５）西側道路トンネル上・下
半、および東側道路トンネ
ル上・下半導坑掘削時の変
位計測結果を用いた逆解
析を実施し、その逆解析結
果からトンネル周辺地山の
大せん断ひずみ分布を

求め、鷲羽山トンネルの長
期的な健全性を評価する。

その結果は以後の掘
削過程の予測に使わ
れているか？

上記のように、何度も使用
した。

・ 本坑拡幅時の挙動を予
測することを目的としてい
る。

・ 順解析により拡幅時の挙
動予測を行う時間的余裕
はある。

・ 現状の解析時間では、以
後の掘削過程の予測に利
用するには難しい。
・ 地山状況を想定した事前
のパラメータスタディによっ
て、挙動を把握しておけば
ある程度の予測はできると
考えられる。

・ （解析から予測までの時
間は、トンネル掘削速度と
比較して実用できるか？）

使われていない． 先進坑通過後の結果から
同じ断面位置において後進
坑掘削時のセンターピラー
荷重を予測。

今後予測解析に活用予定
である

上記のようにCD－NATM掘
削 終予測を実施するとと
もに、重要構造物直下の地
表面沈下の予測に用いた｡
特に、国道３６号線直下の
掘削以前にはそれまでの
逆解析結果を整理し、可能
な限り予測精度を高めるよ
う心掛けた｡

その結果をどのように
活用しているか？

山王トンネル日暮山トンネル分析項目
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その結果は一度得ら
れるとそのまま用いる
か、それとも更新され
るものか？

上記のように、何度も更新
した。

・ 導坑施工時の計測結果
によって順次更新される。
ただし、これまでと類似の
計測結果であればその限り
ではない。

・ （円形導坑施工時の情報
が、拡幅時に利用される。）

・ 更新は可能であるが、解
析時間を要する。

・ （掘削前に時間依存性が
想定できるような、類似の
地質条件や施工条件が特
定できるのか？、時間依存
性は掘削後の計測により
判明すると考えられ、その
都度の対応となり、標準化
はできないのでは？）

今後、この逆解析手法の適
用を進めるなかで、修正等
が行われるものと考えられ
るが、実際まだ、そこまで
行っていない．

予測解析結果の見直しを
一度行えばあとは比例計
算で対応

予測精度を向上させるため
には更新されるべきもの

当該トンネルは、CD－
NATMで掘削されたため、
先進坑(D部)掘削時の計測
変位から 終状態を予測
し、後進坑掘削時に 終計
測変位と比較するとともに、
先進坑と後進坑の１段目掘
削時の天端沈下と内空変
位の未計測変位成分として
評価した。

結果の信頼性は評価
されているか？

概ね良好であったが、この
時期では不連続挙動を十
分反映できる逆解析手法
が開発されておらず、一部
で計測変位と計算変位の
整合性が十分に取れてい
なかったものもあると思う。

・ 地山資料試験や原位置
試験と計算で使用する物性
値と比較・検討している。

・ （地山資料試験や原位置
試験と計算で使用する物性
値の整合を考えているが、
平面ひずみで使用する物
性値は、平面ひずみという
固有の条件で物性値が存
在すると思う。今までの経
験から、物性値はこの程度
という目安があり、その範
囲で使用しているのが現状
ではないか？）

・ モデル化が理論的で、人
為的な設定が少なく、第三
者に説明し易い。

・ モデル化が理論的で、人
為的な設定が少なく、第三
者に説明し易い。

それまで用いられていた手
法に比べ、地山の変形特
性（せん断ひずみ分布等）
の特徴をより的確に反映で
きることになったことから、
信頼性が向上していると評
価される．

着目している点の結果に関
しては評価された。

結果の信頼性に関しては、
予測解析結果と計測値の
比較を行って評価したい
が、ひずみの発生がさほど
大きくないことから、現状に
おける異方性損傷に関する
パラメータの推定精度は必
ずしも高くないと考えられ
る。

トンネル掘削開始から１０
ｍ区間を試験施工区間と
位置付け、この区間で得ら
れた計測結果を用い、逆解
析ならびにこれに基づいた
予測解析を行い、以降の区
間における計測変位との比
較から信頼性を評価した。
住宅区間では概ね精度の
よい予測が行なえたと判断
するが、国道３６号線区間
では土被りの現象に伴い
予測との乖離がはなはだし
くなる傾向にあった。

結果は満足できるも
のであったか？

十分に有用な解を得られた
と思う。

・ 逆解析によって得られた
地山物性値を特性曲線法
で検証し、地山の物性値を
おおむね代表するものであ
ることを確認した。

・ （実現象としてのトンネル
変位をうまく表現できれば、
検討した項目は結果とし
て、そうはずれたものにな
らないと考える。）

・ 地山挙動の考察としては
説得力があると思われる。

・ 地山挙動の考察としては
説得力があると思われる。

槻ね満足できるものであっ
た．

満足できるものであった。 ほぼ満足できる結果である
と評価

国道３６号線区間では、適
用モデルの限界が露呈した
が、施工上の問題から工学
的な判断を援用して支保の
見直しや安定性管理を行な
わざるを得なかった。

当初の目的は達成さ
れたと思われるか？

概ね、担う役割を達成でき
たものと考えある。

・ トンネルの挙動をおおむ
ね説明できる地山物性値
が得られた。

・ 円形導坑を先掘りするこ
とで膨張性泥岩区間での
“いなし”効果を狙ったが、
非線形弾性解析で、ゆるみ
による物性値の低減と、変
位量の急激な増大、トンネ
ル支保の負荷軽減等の傾
向を捕らえることができた。

・ トンネルの変形挙動を説
明できる地山物性値が得ら
れたが、支保工や掘削工
法などの比較検討までには
至っていない。

・ 変形挙動をもとに逆解析
を行ったのであるから、変
形挙動を精度良く近似でき
たとしても、目的が達成さ
れたとは思われない。

槻ね達成できたと考えられ
る．

達成された。 ほぼ達成しているが、予測
解析を今後行う予定

当時の逆解析の技術的レ
ベルとすれば、概ね担う役
割を達成できたものと考え
ある｡

計測から得られた知
見は何か？

・ （変形モードとして側圧係
数が1.0に近ければ、支保
構造の応力状態は、条件
的に良好と考えられる。）

地山の変形を抑止する目
的で採用した施工法や補
助工法が地山内都の変形
をどのような形で抑止する
か、またその効果がどの程
度かという定性的な知見が
得られた｡

現状では周辺構造物（ガス
管）変位や支保工応力は許
容値（管理基準値）以内で
あること

実現象の理解に役
だったか？

・ 非線形弾性解析で、ゆる
みによる物性値の低減と、
変位量の急激な増大、トン
ネル支保の負荷軽減等の
傾向を捕らえることができ
た。

・ 時間依存性の内空変位
を説明できる地山の力学モ
デルの物性値を、実際のト
ンネルの内空変位から逆
解析でき、地山や支保工の
挙動の理解に役立った。

前項の内容からも実際の
減少の理解に役だった．

ピラー荷重の推定に役だっ
た。ただし、計測結果から
は理解より確認に役だっ
た。

水平ジェットグラウトなどの
補助工法の効果により、地
盤は健全な状態を保ってい
ることが、逆解析によって
得られた地山のひずみ分
布から評価でき、今のとこ
ろ実現象の理解に役立って
いると考えられる。

何を基準値としたか？
また、値の設定におけ
る根拠は？

地山安定に関しては各地
層ごとに孔内載荷試験を実
施し限界ひずみを求め、こ
れを管理基準値とした。

・ 主に、支保工に発生する
応力を目安としている。

・ 施工管理へ活用する段
階には至っていない。

・ （早期の断面閉合によ
る、経時的な収束値を得る
こと。）

施工管理は目的に無かっ
た．

部材の許容応力　地表面
の許容沈下量
2)限界ひずみをどう考える
か？
・目安の一つ

・トンネル側壁の真上のガ
ス管（歩道下1mに埋設）の
許容沈下量20mm（青梅ガ
スとの協議により決定）
・その他の位置の変位量
は、事前の弾性FEM解析結
果に基づいて、それよりも
やや大きめの値を設定して
基準値的に利用
・支保工の許容応力度

地山安定に関しては各地
層ごとに孔内載荷試験を実
施し限界ひずみを求め、こ
れを管理基準値とした。ま
た、地表構造物については
建築基準法に基づき２×１
０３３radianを、国道に関し
ては設計時のFEM解析で
求められた道路センター上
の 大沈下１８ｍｍを限界
値として、１０ｍｍを管理目
標値とした。

日暮山トンネル 山王トンネル分析項目
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限界ひずみをどう考え
るか？

当該工事に関しては、地山
の安定性管理基準として妥
当な値であったと考えられ
る。

・ 地山は塑性化するため、
特に考えていない。

・ 時間依存性の地山では、
時間経過とともにひずみが
変化することから、どの時
点を考えるのかによって、
評価が異なると考えられ
る。

・ （限界ひずみ以下で収束
値が得られるならば、モデ
ルとして、時間依存性を考
慮しなくても良いと考え
る。）

限界ひずみには、対象地
山との適合性という意味
で、精度の問題があること
から、この値を評価基準と
した場合には、その精度不
足を補う評価手順と管理手
順をしっかり考える必要が
ある．そうでないと、相当の
安全側で施工することに成
りかねない懸念が生じる．

限界ひずみを設定し、それ
に基づく内空変位の許容値
を当初設定しようとしたが、
その値だとかなり大きな変
位になるため採用できな
かった。ガス管の許容変位
がクリティカルになってい
る。

当該工事に関しては、地山
の安定性管理基準として妥
当な値であったと考えられ
る｡

基準値の設定と逆解
析の適用は合理的に
統括されていたか？

局所的に限界ひずみを超
える個所が発生したが、こ
のような個所に関する評価
が一貫していなかったよう
に思われる。

・ 逆解析によって求めた変
形係数（および側圧係数）
で順解析を行い、支保工に
発生する応力を求めた。

・ 時間依存性の変位があ
る地山での基準は、地山に
過度なゆるみが発生しない
ことと、収束値を得るまでに
支保構造が破壊しないこと
と考える。この挙動は程度
解析できるが、地山の破壊
に対する基準値を設定する
には、解明すべき問題点も
多い。

・ （時間依存性の変位があ
る地山での基準は、収束値
を得るまでに支保構造が破
壊しないことと考える。この
ため、支保工強度に対する
基準値が理想と思われる。
逆解析から順解析の流れ
で、支保工応力の予測が
精度良くできる手法が求め
られる。）

施工管理は目的に無かっ
た．

されていない。 基準値の設定と逆解析の
実施は特にリンクしていな
い。

予測解析において構造物
剛性を的確に評価できな
かったため、構造物傾斜に
はほとんど逆解析結果を反
映することができなかった。

挙動計測結果によっ
て基準値が変更され
たか？それはどのよう
な根拠で変更された
か？

管理基準値の変更はない。 ・ 支保工の材質によるの
で、材料が変わらなければ
変更されない。

・ 支保強度に対して管理基
準値を設定する場合、時間
依存性変位により今後どの
程度断面応力が増加する
かが予測できれば、それな
りの余裕が見込める。変形
が大きければ支保構造は
より剛なものとなり、その結
果の地山挙動の計測で管
理基準値も変更されると考
える。

・ (支保強度に対して管理
基準値を設定する場合、時
間依存性変位により今後ど
の程度断面応力が増加す
るかが予測できれば、それ
なりの余裕が見込める。変
形が大きければ支保構造
はより剛なものとなり、その
結果の地山挙動の計測で
管理基準値も変更されると
考える。)

施工管理は目的に無かっ
た．

・地表面沈下が管理基準値
を越えたので変更した。（当
初、管理基準設定に参考
にした地表沈下予測解析
値は小さすぎると認識して
いた。管理基準値を越えて
もまだ安全だと判断できた
し、安全でない場合にもす
ぐに実行できる対応策（ガ
ス管取り替え）を準備してい
たから。）

・計測結果によって基準値
を変更するようなことは現
状では行っていない。

管理基準値の変更はない。

挙動計測結果によっ
て基準値が変更され
たか？それはどのよう
な根拠で変更された
か？

・鋼製支保工の応力が管理
基準を若干オーバーした箇
所があったが、吹付けコン
クリートに変状が見られ
ず、またその後の区間は減
少することが予測されてい
たので基準の見直しは行
わなかった。（鋼製支保工
の応力に問題があるほど
大きい場合は仮巻コンク
リートを考えていた。）

・計測はあくまでも安全性
の確認が目的（都市部の土
砂地山の場合変状があっ
てからでは手遅れ）

まとめとして、達成さ
れた事はなにか？

・ 拡幅掘削終了時の解析
結果では、地山および支保
工の応力状態は、円形導
坑を考慮した方が低減さ
れ、良好な状態といえる。

・ 円形導坑の解析で、支保
部材に発生する断面力は、
計測値と同様な値と傾向を
示しており、解析の妥当性
を確認した。また、拡幅掘
削終了時の解析結果で
は、地山応力状態は、円形
導坑を考慮した方が低減さ
れ、良好な状態といえた。

・ 地山の変形挙動を精度
良く予測する道具を得た。

・ 地山の変形挙動を精度
良く予測する道具を得た。

土披りに浅い未固結地山
における縫い地ボルトなど
の地山変形抑止のための
補助工法や施工法の効果
を反映する逆解析手法が
開発できたこと．

センターピラー作用荷重の
確認（事前解析の結果と実
際の挙動がほぼ同じ）

現状の地山のひずみ状態
を求め、水平ジェットグラウ
トなどの補助工法によって
地山は健全である（ほぼ弾
性状態を保ち、局所的な塑
性域はほとんど発生してい
ない）と評価した。また、そ
のような判断材料を提供す
るツールを開発した。

１） CD－NATMにおける
終の変位・ひずみ分布の予
測
２） 地表面沈下の 大量の
予測
３） 支保パターンの妥当性
の検証

その結果は検証でき
ているか？

・ 計測によって検証してい
る。

・ 計測値と順解析における
計算値の誤差が、十分に
小さいことで検証できる。

・ 計測値と順解析における
計算値の誤差が、十分に
小さいことで検証できる。

検証できていると考えてい
る．

測定値の信頼性の面では
異なる計器で計測してほぼ
一致した結果が得られた。

逆解析結果と計測値の整
合性、弾性逆解析結果と異
方性損傷を考慮した逆解析
結果の比較、水平ジェット
グラウトの施工区間と未施
工区間の計測沈下量比較
などによって検証

１） 終状態での計測結果
との比較で検証されたもの
と評価する
２） １．５D程度の土被り区
間については検証されたも
のと考える
３） 過大な支保量について
は検証されないが、支保の
不足する場合については
検証されたものと考える｡

分析項目 日暮山トンネル 山王トンネル
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達成されなかった事
はなにか？

逆解析による損傷のアプ
ローチは当時としては意欲
的なものであったと思うが、
その後開発された各種の
手法により再度の検証が
行なわれることが望ましい
と思う。今日において、成
果に関する論評は避けた
い。

・ 適切な支保構造の採用
に言及すること

適切な支保構造の採用に
言及すること

・ 適切な掘削工法と支保構
造を選定するまでには至ら
なかった。

・ 適切な掘削工法と支保構
造の採用に言及する事。

設計施工管理にこの方法
を生かしていけなかった．

目的は達成された 次工程の予測解析（今後実
施予定）

１） 低土被り（１．０D）で土
被りの変化が大きい区間で
の地表面沈下予測
２） 構造物傾斜の予測

それはなぜ達成され
なかったのか？

今日の技術レベルで、当時
の成果をうんぬんすること
は妥当ではないものと思わ
れる。全体のストーリの中
でどのように計測結果の
フィードバックを行なったか
が重要であると思う．

・ 今回は、導坑設置の有意
性を検討することを主目的
とした。適切な支保構造の
選定は、今後の課題であ
る。

導坑設置の有意性を述べ
ることで、検討書として満足
できた。

・ 地山性状を正確に表現で
きる手法を得たが、施工に
反映できるほどスピーディ
ではなかった。

・ 地山性状を正確に表現で
きる手法を得たが、施工に
反映できるほどスピーディ
ではなかった。

手法の開発と実施工のリン
クを計る場所に恵まれな
かったことと手法の開発と
実務への適用の両方を進
める人的体制がとれなかっ
たこと．

異方性損傷パラメータを導
入して施工手順を考慮した
逐次掘削解析(順解析）を
行うツールが未整備である
ため。

１） 適用モデルの限界が現
れたものと考える。工事
後、土被りをパラメータ因子
として整理したところ比較的
良好な相関が得られてお
り、
２） トンネル軸方向の傾斜
が も大きく現れるにもか
かわらず、２次限界解析を
採用したこと、および住宅
などの小規模建築がほとん
どであったため、適切な構
造物合成を設定できなかっ
た｡

本当は知る必要があ
るが、実は分かってい
ないことがあるとすれ
ばそれは何か？

無回答 ・ 掘削開放率 ・ 地山物性値の決定のた
め、６つの手法による検討
を行ったが、それぞれの手
法の整　合性が言及されて
いない。

・ 時間依存性地山の力学
モデル

・ （支保構造に作用する荷
重と思われる。）

適用した対策等の設計の
軽重によって効果がどの程
度変わり、それが設計的に
どのように反映させること
が出来るか．

応力解放率。掘削ステップ
が多く、応力解放率が各ス
テップで異なることが考えら
れた。（ここでは応力解放
率をパラメータに解析したと
ころ、センターピラー作用荷
重に関しては大差がなかっ
たので重要視しなかった。）

・次工程の掘削で異方性損
傷領域が拡大し、沈下が増
大するかどうか。
・異方性損傷を考慮した解
析がこの地山に本当にふさ
わしいかどうか。また、より
適切なモデル化があるかど
うか。

一般的に言えば、都市
NATMでは地下水の問題が
支配的になるものと考えら
れるが、当該トンネルにお
いては地下水の賦与は見
られず、特に情報の不足は
現れなかった。

なぜ、それが分からな
いことになっているの
か？

無回答 ・ 地山応力を切羽到達以
前から計測することは極め
て難しい。

・ （解析結果による提言が
定性的な場合が多く、入力
値についても厳密な検討が
なさ　れなかった？）

・ 実際の地山の力学モデ
ルは複雑であるし、地山も
不均一であるが、解析を行
うには簡略化が必要である
し、逆解析で求められる地
山物性値は限られている。

・ （地山の変形は初期応力
に依存するが、支保構造に
作用する荷重はゆるみ域
に依存すると思われる。理
論的に塑性化の概念は
あっても、経験的なゆるみ
荷重を取り込む考え方がな
い。）

純技術的なケーススタディ
や検討が不足しているか
ら．

めがねトンネルにおいて、
ステップを追う毎にトンネル
の構造が複雑になる中で、
各段階の変位の比率が解
放される応力の比率とどの
程度対応しているのかは単
純にはわからない。

・次工程（下部掘削時）の予
測解析を行い、予測値と実
測値との整合性を検討して
いないため。
・異方性損傷と弾性の逆解
析以外の検討を行っていな
いため。

上記のように特に問題とな
らなかったため。

どうすればそれがわ
かるようになるか？

無回答 ・ 先行変位を含めた計測
（挿入式傾斜計等）から推
定できる可能性はある。

・ （平面ひずみ条件、先行
変位率、応力解放率等の
条件制約のない三次元解
析と、二次元解析の比較検
討ができないか。基本的特
性として指針を示せない
か？）

・ 内空変位に限らず、地山
の地中変位やロックボルト
や吹付けコンクリートの応
力、地山の応力などを多数
計測することで、より複雑な
力学モデルの多くの物性値
を求めることは可能になる
と思う。

・ （荷重が特定できなけれ
ば、第２ステップとして支保
工の応力値から逆解析の
可能性もあり、開放応力の
分担率のようなファクターを
要因とするのも一方法と思
う。ただし現状では、支保
工断面力の信頼できる測
定方法の確立が必要であ
る。）

今後、工法の設計に軽重を
加えたケーススタディを行
い、数値予測のモデルの精
度を上げる．

施工ステップを忠実に再現
した３次元（逆）解析を行え
ばわかる？

上記の検討を実施すること
が必要である。

無回答

トンネルの合理的設
計方法の確立につい
て逆解析の適用は貢
献しているか？

当該の工事施工中に何ら
かの貢献はあったものと確
信しているが、ここで展開し
た手法をそのまま他のトン
ネル工事に適用できるとは
考え難い。

・ 支保部材の設計に有効
な手段としたいが、その段
階には至っていないのが現
状である。

（支保部材の設計に有効な
手段としたい。）

・ 地山物性値の特定まで
は合理的にできるので、支
保構造の適切なモデル化
ができれば、合理的設計方
法の確立につながると考え
る。

・ （地山物性値の特定まで
は合理的にできるので、支
保構造の適切なモデル化
ができれば、合理的設計方
法の確立につながると考え
る。）

貢献度は高くない．その理
由は、トンネルの設計の合
理性が数値的に明確に表
せていないことと、逆解析
結果を定量的に設計に反
映させる研究がまだ十分で
ないことによる．

まだそこまでは達していな
いと思われる。

都市部の未固結地山の場
合、計測結果や逆解析結
果によって支保工の変更を
行う時間的余裕がなく（変
状があった場合には手遅
れ）、基本的には事前に万
全な支保工計画を立てる必
要がある。

当該トンネルでは逆解析に
基づいた予測解析と計測
結果の乖離から、支保の不
足を評価した。このため、
支保の不足に関してはある
程度の評価が可能であっ
たが、過大な支保に関する
評価は実務上の理由から
困難であった。

分析項目 日暮山トンネル 山王トンネル



鷲羽山トンネル 習志野台トンネル 小束山トンネル 青梅トンネル 月寒トンネル
2階立て、4つ目トンネル 膨張性地山 CD,CRD工法 めがねトンネル 2階立てトンネル

例えば、トンネル作用
荷重が求まっている
か？

・ 応力解放率を仮定してい
るが、それが支保工応力に
影響する。

・ （応力解放率を仮定する
と、支保応力に決定的に影
響する。三次元弾性解析と
関連付けができないか？）

・ 時間依存性変位を荷重
の増加ととらえるならば、そ
の増加荷重を求めることは
可能と考える。

・ （トンネル増加荷重を求
めることは可能と考える。）

決まっていない． 解放された地圧の支保負
担分はわかる

支保工・先受け工の発生応
力などから推定は可能

地表面沈下抑制の合
理的方法についての
示唆が得られたか？

・ 地表面沈下は問題となら
ない。

（地表沈下検討は弾性解析
では不都合か？）

・ 地表面沈下は、特に問題
としていない。

地表面沈下量の推定に
は、現状で十分に役立って
いる。今後は、トンネル天
端と地表面の共下がりの判
定が可能となる手段の確立
が望まれる。

その示唆を得ることが出来
たと考えている．

得られなかった。 水平ジェットグラウトが有効
であることが分かった。

補助工法の効果が評
価できたか？

・ 円形導坑のいわゆる“い
なし”効果を検証した。

・ （鋼製支保工も含め、ＦＥ
Ｍでの評価が計測等と合
致しない。ゆるみ荷重等
シールドと同様に定め、フ
レーム計算で妥当な検討
法が確立できないか？）

・ 球面切羽の効果は検討
していない。
・ 斜めロックボルトは省略
したので評価していない
が、適切なモデル化を行え
ば評価できるのではないか
と考える。

通常の安定性向上のため
の補助工法の効果の評価
には、ＦＥＭが適さない場合
が多いと考える。

できたと考えている． できなかった。補助工法の
効果を

今回の補助工法を採用した
工区での逆解析だけでは
補助工法の効果の適切な
評価は困難であり、補助工
法あり・なしによる沈下量
の減少などを計測やパラ
メータ解析（関連報文その2
参照）で確認することが必
要。

水抜きによる安全性
の向上が評価できた
か？

・ 地山湧水は無い。 ・ 地下水はほとんどなく、
水抜きなどの地下水位低
下の補助工法は施工して
いない。

地下水の低下、薬液注入
等により水の影響がない前
提として、ＮＡＴＭの施工を
計画することが多く、評価
の対象となりにくい。

できなかった。 できなかった 特に地下水の影響は解析
では考慮していない。

情報化施工における
逆解析の占める役割
はどの程度か？

当該工事時点においては
非常に大きなものであった
と確信する。

数量的な評価は困難であ
るが、計測工とは連動する
ものであると考える。

逆解析を導入すること
によってトータルコスト
は安くなっているの
か？

安くなったというよりも、適
正化する方向にあったと思
う。

日本ではじめての本格的な
都市NATMにもかかわら
ず、事故や変状の発生もな
く、工期が厳守されたことを
考えればトータルコストの
削減には寄与したものと考
えたいが、数量的な評価は
未知である｡

コスト評価が難しい
（またはコストに反映
されない）ならば、逆
解析の存在価値はど
こか？

逆解析の問題というよりも、
現状の土木積算システム
において事故の防止や工
期の厳守などの、無形の価
値が評価されないことによ
る問題が大きいと考える。

逆解析の問題というよりも、
現状の土木積算システム
において事故の防止や工
期の厳守などの、無形の価
値が評価されないことによ
る問題が大きいと考える。

この種の問題で特に
注意する事は何か？

全体の施工、計測、逆解
析、フィードバックを関連ず
けたプランの作製と、スケ
ジュール管理、およびその
厳守。

・ 適用する地山のモデル
（今回は、線形弾性と非線
形弾性）によって、“いなし”
の効果が異なることも考え
られる。適切なモデルの選
定が必要である。

・ （いなし効果の検証で線
形解析で十分確認できるこ
とが述べられている。非線
形解析で、不確定な要因を
増やすよりも、線形解析で
良しとできないか？解析の
簡便化で逆解析手法が普
及すると考える。）

・ 現状では解析に20日程
度を要し、施工管理に活用
することが難しい。より、ス
ピーディに施工管理に活用
できるような簡略化が必要
である。
・ 切羽が遠のいき、時間も
十分経過した 終状態を、
事前の早い時期に評価し、
必要であれば対策を実施
する判断基準を与えること
と、対策工の事前評価が必
要であると考える。

おわりにに述べられている
ように、解析の簡略化に注
意すべきと考える。支保構
造をＦＥＭに考慮すると、構
成材料の変形係数値の幅
が数万倍となることも多く、
剛性マトリックスは極端に
悪くなる。非弾性の解析で
は解析時間が10時間以上
となり、解が得られないこと
も稀ではない。逆解析の目
標に合理的な支保構造を
考えるならば、常に、線形
解析を念頭におく必要があ
る

実際の計謝結果の特敢が
正しく反映するような逆解
析手法を採用することと、
得られた結果の精度に対し
て、十分な検討を行った
上、管理値や判断基準を設
定し適用すること．

着目した項目が解析上で
表現できても、全体の挙動
が表現されているとは限ら
ない。解析結果において、
着目項目以外にも評価して
おかなければならない項目
があるのではないか。

・異方性損傷を考慮する領
域（本来は全領域で考慮す
べきであるが、そうすると良
好な結果が得られない）

切羽が６つもあるために、
計測値の収束を評価するこ
とが難しい場合がある。

山王トンネル分析項目 日暮山トンネル



鷲羽山トンネル 習志野台トンネル 小束山トンネル 青梅トンネル 月寒トンネル
2階立て、4つ目トンネル 膨張性地山 CD,CRD工法 めがねトンネル 2階立てトンネル

・計測点の数と位置（支保
工を考慮した逆解析の場
合、計測点の個数が少ない
場合や配置が悪い場合に
は支保工と地盤剛性の比
や異方性損傷パラメータな
どの収束性が悪化する。逆
にすべての計測データを入
力したからといって良好な
結果が得られるわけではな
く、全体的な傾向と整合が
取れていないデータなどは
工学的な判断により排除す
ることが望ましい）
・異方性損傷パラメータの
残留値（この値は一般に決
められないが、ゼロもしくは
小さくしすぎると収束性が
悪くなる）

この種の問題で特に
注意する事は何か？

・支保工の剛性（本逆解析
手法は、途中の施工ステッ
プを考慮せず、現状の施工
状態だけに基づいたモデル
により逆解析を行う。実際
には掘削や支保工の施工
時期は異なり、計測データ
はそれを反映しているが、
本逆解析手法では考慮し
にくい。例えば、切羽が到
達する前や支保工が施工
される前に発生している変
位を考慮するためには、支
保工の剛性を実際より低減
するような方法が考えられ
る）

日暮山トンネル 山王トンネル分析項目


