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第１章 業務概要 

１．１ 調査目的 

日本の高速道路は昭和 38年名神高速道路の開通から 50年を経過し、供用延長が 9,000kmに

達している。このうち、供用から 30年以上を経過した延長が約 4割を占めるなど、老朽化の進

展とともに、高速道路構造物では厳しい使用環境による変状の進行や新たな変状の発生などが

顕在化してきている。 

このような高速道路構造物での経年劣化や潜在的なリスクを確実に把握するため、高速道路

構造物点検における技術力向上を図るとともに、非破壊検査機器の活用や機械化・自動化など

による信頼性向上や高度化・効率化に向けた取組みが不可欠である。 

本業務では、このような点検の信頼性向上や高度化・効率化に向けた海外での取組みについ

て調査を行い、日本における点検技術力向上を図るものである。 
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第２章 フィンランド橋梁点検技術調査 

２．１ 調査概要 

訪問先機関は、フィンランドのヘルシンキにあるフィンランド交通庁（Finish Transport Agency, 

FTA）である。 

本調査団は、8名で構成され、2017年 8月 27日から 9月 2日までの間で、フィンランドにお

ける橋梁点検技術に関し、現地調査および意見交換を実施した。 

以下に、本調査の調査概要、調査参加者および調査行程を示す。 

表 2.1.1 調査概要 

訪問先機関 フィンランド交通庁 
Finish Transport Agency（FTA） 
http://www.liikennevirasto.fi/web/en/home 

訪問先住所 Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki 

訪問先窓口 
Antti Rytkönen 
Development Manager, Engineering Structures 
Mobile +358 295 34 3598, antti.rytkonen@fta.fi  

訪問先概要 

FTAはフィンランドの交通部門を所掌している機関である。米国連邦道路庁
(Federal Highway Administration: FHWA)が 2008年に発行した「欧州におけ
る橋梁評価・品質確保（Bridge Evaluation Quality Assurance in Europe）」
のレポートにおいて、フィンランドでは 106橋の参照橋梁を使って点検の品
質確保、橋梁の劣化予測、および点検者の訓練等を行っている、と記載され

ている。 
また、同レポートでは、FTAの前身となる Finish Road Administration (Finna)
の時代に、「橋梁点検ガイドライン（Guidelines for Bridge Inspection）、「橋
梁点検マニュアル（Bridge Inspection Manual）」、「橋梁補修マニュアル
（Bridge Repair Manual」」、「橋梁台帳登録・ユーザーガイドライン（Bridge 
Register Inventory and User Guideline）」など橋梁の点検・補修に関する多
くのマニュアル類を整備している、とのことである。 

主な調査項目 
・フィンランドの橋梁点検制度 
・参照橋梁の活用方法 
・現場視察：参照橋梁等 

地 図 
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表 2.1.2 調査参加者 

氏 名 所属・役職 

1 長井 正嗣 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 長岡技術科学大学 

    

顧問 名誉教授 

2 新井 正典 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング   

土木管理部   

部長、執行役員   

3 紺野 義仁 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング   

企画本部 企画部   

上席専門役   

4 奥村 欣司 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング   

土木事業本部 土木調査設計部 道路技術課   

担当課長   

5 清水 俊吾 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング   

土木事業本部 土木調査設計部 構造技術課   

課長代理   

6 目黒  崇 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング   

さいたま保全計画センター 土木点検診断二

課 
  

担当   

7 本間 英貴 

東日本高速道路株式会社   

管理事業本部 保全部 保全課   

課長代理   

8 皆川 聡一 

公益財団法人高速道路調査会   

研究部   

主幹   
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表 2.1.3 調査行程 

月日 時間 調査の内容 訪問先、宿泊場所 

8/27 

日 

 

11:00 

15:20 

移動 

成田発（AY074便） 

ヘルシンキ着 

 

 

（ヘルシンキ泊） 

8/28 

月 

 

10:30-12:00 

フィンランド交通局 訪問 

調査団プレゼンテーション 

 

FTA 

（ヘルシンキ泊） 13:30-17:00 フィンランド橋梁点検制度 

8/29 

火 

 

9:00-17:00 

 

17:00-17:30 

現場視察 

交通局 参照橋梁等 視察 

チームミーティング 

第 3回作業部会 

 

FTA 

 

（ヘルシンキ泊） 

8/30 

水 

 

9:00-17:00 

現場視察 

 ビハンタサルミ橋（木・Co複合構造） 

 

― 

（ヘルシンキ泊） 

8/31 

木 

 

9:00-9:30 

 

10:00-11:30 

チームミーティング 

質問事項等の確認 

フィンランド交通局 訪問 

 打合せ（詳細等の確認） 

FTA 

 

11:30-19:00 

現場視察 

高速道路等視察 

 

（ヘルシンキ泊） 

9/ 1 

金 

   

 

14:30 

16:45 

移動 

空港着 

ヘルシンキ発（AY071便） 

 

 

機内泊 

9/ 2 

土 
8:05 成田着 ― 

※ 長井名誉教授は、8月 29日まで参加。 

 

  



2- 4 - 

 

２．２ フィンランドの概要 

フィンランド共和国は、北ヨーロッパに位置する共和制国家。北欧諸国の一つであり、西はス

ウェーデン、北はノルウェー、東はロシアと隣接し、南はフィンランド湾を挟んでエストニアが

位置している（図 2.1.1）。 

面積は、日本よりやや小さく、33.8万平方キロメートルである（表 2.1.1）。 

人口や経済規模は小さいが、一人当たり GDP などを見ると豊かで自由な民主主義国として知

られている。フィンランドは OECDレビューにおいて「世界で最も競争的であり、かつ市民は人

生に満足している国の一つである」と 2014年には報告された。 

フィンランドは収入、雇用と所得、住居、ワークライフバランス、保健状態、教育と技能、社会

的結びつき、市民契約、環境の質、個人の安全、主観的幸福の各評価において、すべての点で OECD

加盟国平均を上回っている。 

 

首都のヘルシンキは同国最大の都市であり、人口は約 63万人である。なお、ヘルシンキ都市圏

である大ヘルシンキの人口は約 140万人で、フィンランドではもっとも人口の多い自治体と都市

域を形成している（図 2.1.2）。 

ヘルシンキは 100万人以上が住む都市圏としては最北に位置する都市圏で欧州連合加盟国の首

都としては最北に位置する都市であり、フィンランドの政治や教育、金融、文化、調査センター

など様々な分野の中心都市で、ヨーロッパでも最北の大都市である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 フィンランドの位置図       図 2.2.2 大ヘルシンキ都市圏 
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表 2.2.1 フィンランド共和国基礎データ 

面積 33万 8,000平方キロメートル 

人口 547万人（2015年） 

首都 ヘルシンキ 

言語 フィンランド語、スウェーデン語 

宗教 福音ルーテル教（国教）、フィンランド正教 

政体 共和制 

GDP 2,297億ドル（2015年 IMF） 

主要な産

業、貿易

品目など 

主要産業：ハイテク機器製造（携帯電話等）、紙・パルプ等木材関連、金属 

輸出：電子機器、紙製品、石油類、自動車 

輸入：原油、自動車、石油類、通信機器、医薬品 

通貨 ユーロ 
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２．３ FTAとの協議 

（１）意見交換内容 

 FTA では、フィンランドにおける橋梁の点検組織、制度および技術等に関して、意見交換を行

った。出席者は以下の通り。 

 

表 2.3.1 訪問先参加者リスト 

名前 写真 所属／email 

Antti Rytkönen 

（アンッティ・リュトゥコネン） 

 

 

8/28ミーティング、8/29現場視

察、8/31ミーティングに参加  

Finnish Transport Agency, 

Engineering Structures, 

Development Manager 

antti.rtkonen@fta.fi 

Heikki Kapanen 

（ヘッキ・カパネン） 

 

 

8/28ミーティングに参加  

Vahanen Rakennusfyslikka Oy, 

（バハネン・コンサルタント） 

Koriausratentamisen Asiantunitua, RI 

heikki.kapanen@vahanen.com 

Markku Äijälä 

（マーク・アイヤラ） 

 

 

 

8/31ミーティングに参加  

Finnish Transport Agency, 

Infrastructure Management, 

Engineering Structures 

Markku.Aijala@liikennevirasto.fi 
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（２）事前質問項目 

 FTAには、橋梁の点検に関し、以下の質問事項を事前に送付した。 

 

◆ フィンランド道路局への質問事項について 

 

私たちのフィンランド橋梁点検についての情報は、主に以下の資料に基づくものです。いずれも

古い資料であり、最新の状況を教えていただければ幸いです。また、関連資料があれば購入させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

[1]Bridge Evaluation Quality Assurance in Europe; FHWA-PL-08-016, March 2008 

[2] Bridge Inspection Practices, A Synthesis of Highway Practice; NCHRP Synthesis 375, 2007 

[3]Analysis of BMS Reference Bridges in Finland, MARJA-KAARINA SÖDERQVIST, The Finnish 

National Road Administration (Finnra) 

 

 

1 橋の管理 

1.1 道路局の管理する橋梁数と橋梁種別、また、鋼橋とコンクリート橋の割合も教えてくだ

さい。 

1.2 道路局の管理する橋梁以外の橋梁は、どの組織が管理していますか 

 

2 点検組織 

2.1 点検を行う組織の位置づけ、人員を教えてください 

2.2 点検を行う場合の外注割合と、外注先を教えてください。 

2.3 点検チームは、何人を 1単位としていますか。日本では 3名体制で、リーダー1名、補

助 2名です。 

 

3 点検員の資格 

3.1 点検員に要求される資格について教えてください。(資格区分、資格取得条件、資格取

得者数等) 

3.2 FISE（http://fise.fi/en/）の資格の中で、コンクリート設計(certificate in concrete design)

という資格がありますが、フィンランドでは鋼構造物についての資格はないのか？ 日

本では、橋梁には、コンクリート構造物と鋼構造物の資格があり、別々になっている。 

3.3 資格取得のための研修、試験、教材について教えてください。 

3.4 FHWA資料に記載のあった年一回行う Calibration若しくは Refresh Trainingについて

教えてください。 

3.4.1 キャリブレーションは 3 名で行うということですが、試験の方法、誰が審査する

のか、また認証の方法について教えてください。 

 

4 点検実施について 

4.1 点検の種別と点検頻度について以下の点を教えてください 

4.1.1 年点検 Annual Inspectionは安全のために行う年一回の点検と書いてあるが、全橋

か、それとも、第三者被害の可能性のあるところだけか｡ 

4.1.2 特別点検Special Inspectionの位置づけと、その調査項目について教えてください｡ 

4.2 点検の実施方法、判定方法について教えてください 

4.3 点検手段について 
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4.3.1 橋梁点検車のような大型点検車両は使用しているのか。どのようなものか。 

4.3.2 アクセス困難箇所の点検は、日本でも苦労しており、ロープアクセスや UAVの利

用、画像処理技術の利用など、様々な工夫をしている。フィンランドではどうして

いるか。 

 

5 点検記録について 

5.1 点検結果の記録方法、保存方法について教えてください 

5.2 点検報告書(Inspection Report)、橋梁台帳(Inventory Report)の事例を教えてください。 

＊他の国の方にも同じお願いをしたとき、機密事項と言われたこともあります。記載例

を知ることが目的ですので、可能な範囲で結構です。 

5.3 BMS（Bridge Management System） 

5.3.1 点検や維持管理に BMSはどのように利用されていますか 

5.4 損傷状況を社内で情報共有するため、見える化の工夫や指標の設定等をしていれば、そ

れを教えてください 

5.5 利用者への説明責任（アカウンタビリティ）として、構造物の損傷状態を公表している

か？公表していれば、どのような方法で行っているか 

 

6 参照橋梁（Reference Bridge）について 

6.1 参照橋梁の一般事項 

6.1.1 選定方法は(種別、規模、建設年等？) 

6.1.2 どれくらいの橋梁・カルバートが対象か 

6.1.3 長期に渡るサービス性、耐久性の評価のためにどんな調査を行っているか 

6.1.4 参照橋梁の点検は直営で行っていると聞いているが、それ以外に、参照橋梁の点検

と一般点検の点検方法の違いは、どのような点があるのか。 

6.2 参照橋梁の利用方法 

6.2.1 タイプ、地域別の劣化曲線の作成による劣化予測や寿命予測を行っているのか。そ

の結果は、どのように利用されているか。また BMSのデータとどのように結び付

けているのか。 

6.2.2 鋼橋、コンクリート橋について、ライフスパンコストの比較結果はどのようになっ

ているか。 

6.2.3 橋梁老朽化の判断や、架け替えの判断へ参照橋梁を利用することはあるのか。 

6.2.4 点検の為の利用として、キャリブレーションへの利用の例が載っていたが、それ以

外の訓練等への利用は行っているのか。 

 

7 維持管理(Maintenance)、修繕(Rehabilitation)について 

7.1 点検を行う組織と、維持管理・修繕を行う組織は、それぞれ別の組織なのか。それとも、

国がそれぞれを担当しており、「in-house +外注」形式なのか、それとも、完全にす

べての業務を外注しているのか。 

7.2 点検から修繕までの流れはどのような流れとなるか、教えてください。 

7.3 修繕工事箇所の優先度をどのように決定し、事業計画を策定しているか？（それら

の策定にあたり、損傷の程度や、第三者被害の恐れのある箇所、構造物の供用年数、

予算制約などの条件をどのように考慮しているか？） 

日本では、構造物の細部まで含めると、損傷箇所数が非常に多いため、優先度や事

業計画の策定に苦慮している。 
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8 老朽化について 

8.1 損傷の多い個所、問題となっている個所はどこですか。また損傷の原因は何が多いのか。

北欧ゆえの特徴は何かありますか。ASR（Alkali-Silica-Reaction, アルカリ骨材反応）や

DEF（Delayed Ettringite Formation, エトリンガイトの遅延生成）などはありますか。 

日本では、ジョイント周辺部の老朽化が問題。特に桁端部の塩害が問題である。 

8.2 1～2 月の平均気温が-2℃となるということだが、路面の凍結防止に使用しているもの

は何か 

8.3 老朽化の対策は 

8.3.1 予防保全：変状ストックを現在より増やさないための方策はあるか？日本では、冬

期終了後、塩分除去等を行っている。 

8.3.2 供用年数が何年経過すると変状が顕著になっているか？ 

8.3.3 橋梁の架け替えや床版取替の事例はあるか？ 

 

9 橋梁耐力の評価について 

9.1 既設橋梁の設計時の耐力の有無を確認する際、橋梁の老朽化や損傷も考慮するのか 

日本では、建設時の橋梁設計の安全率を 1.7 としているが、老朽化により強度が下が

り、安全率を確保できなくなる状況を評価する仕組みが無い。損傷や老朽化を設計に組

み込み評価するような取り組みは行っているのか。 

9.2 また、計算を行っている場合、その検証を行う組織は？また、計算方法が分かれば教え

てください。 

 

10 その他、交通規制等 

10.1 橋梁点検を行うに当たり、高速道路の交通規制を行う必要がある箇所も出てくると思

うが、交通規制の設置について問題となっていることがあれば教えてください。 

10.2 フィンランドの交通情勢について教えてください(平均日断面交通、大型車混入率等) 

 

以 上 
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（３）FTAの概要 

 １）担当業務 

フィンランド交通局（Finnish Transport Agency，FTA）は、運輸通信省（the Ministry of 

Transport and Communications）の下で運営される政府機関であり、2010年 1月 1日に設立

された。FTA は、政府の管轄である道路、鉄道、水路に関する交通システムの維持管理と開

発を担当している。 

表 2.3.2 FTAの概要 

項目 数値 

インフラストラクチャー資産 200億ユーロ 

（2兆 6,000億円） 

現在進行中のプロジェクトの費用 26億ユーロ 

（3,380億円） 

インフラストラクチャー市場全体における FTAの市場シェア 1/5 

年間予算 21億ユーロ 

（3,730億円） 

スタッフ数 620名 

FTAのプロジェクトの従事者数（外注） 12,000名 

 

２）組織体制 

   FTAの組織は、4つの部門から成っている。オペレーション・マネジメント部門、計画・プ

ロジェクト部門。インフラストラクチャー・マネジメント部門および交通・情報部門である。 

 

図 2.3.1 FTA組織図 
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（４）フィンランドの道路ネットワーク 

フィンランドにおける道路ネットワークは、自動車道、市道および私道から成る。FTAは、

国有道路ネットワークの維持管理と開発を担当している。 

   フィンランドの道路ネットワークの総延長は約 454,000km である。この延長の中には、

350,000kmの私道（private roads）と森林道路（forest roads）、26,000kmの市道（municipal 

streets）が含まれる。FTAは約 78,000kmの自動車道（highways）を担当している。 

   このうち、主要道路（クラスⅠ及びクラスⅡ）は 13,000km以上に及び、この中には 900km

の幾つかの高速道路が含まれている。大部分は、64,900kmから成る地方及び連結道路である

が、これらの道路は全体の交通量のほんの 1/3あまりである。また、わずかに 5,000kmを超

える歩行者および自転車道がある。 

 
図 2.3.2 フィンランドの道路ネットワーク（出典：FTA, データ統計 2016） 
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（５）FTAが管理する道路橋の概要 

 １）橋梁数（形式別） 

  FTAが管理する道路橋の数は、約 15,200橋である。この中には、水路上の可動式橋梁も含

まれている。メンテナンスに必要な費用は十分に確保されていない状況である。 

 

（凡例） プレストレスト・コンクリート橋、 鉄筋コンクリート橋、 鋼橋、 木橋、 石橋、 不明 

図 2.3.3 道路橋の数（鋼製カルバートを除く） 

 

２）車両重量と設計荷重の変化 

  図 2.3.4 の棒グラフは、最大車両重量の経年変化を示したものである。現時点（2013 年）

における車両の設計荷重は 76tonであり、この重量までは通行許可を取る必要は無い。 

   また、折れ線グラフは、設計荷重を示している。年々、その値が大幅に増加しており、現

在は 120tonとなっている。 

  なお、自動車道や高速道路は、この値まで許容されているが、一部の十分な強度の無い古

い橋梁については、荷重の制限を付けており、通行できない箇所もある。 

 
図 2.3.4 最大車両重量と設計荷重の推移 
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３）現在の道路橋の状態 

  図 2.3.5は、現在の道路橋の状態を示している。全体の 2/3が良好（Good）以上の状態で

ある。 

 
図 2.3.5 道路橋の現在の状態 
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（６）道路橋の点検制度 

１）フィンランドの橋梁の概要 

① 概要 

フィンランドには、2017年 1月 1日現在で、20,000橋以上の橋梁がある。ここでは径間

が 2m以上の構造物を橋梁と定義しており、それ以下の小さな橋は含まれない。 

ヘルシンキ市のような大きな都市では、600 橋程度の橋梁を管理しているが、私道にある

橋梁などはしっかりとした管理が出来ていない箇所もある。 

フィンランドでは、古い鉄道橋があり、最初の鉄道が 1860年に出来て以来、その当時の橋

梁が今でも存在している。最も古い橋梁は、147 年前に建設されたものであり、コンクリー

ト橋が作られたのは 1911年が最初である。殆どの橋梁は、第二次世界大戦以降に作られてお

り、その半分ほどが 1960年代から 1970年代に作られたものである。 

 表 2.3.3 フィンランドの橋梁数 

項目 数量 備考 

FTAが所有する道路橋 15,160橋  3,236鋼カルバート橋を含む 

FTAが所有する鉄道橋 2,417橋  95鋼カルバート橋を含む 

他の管理者が所有する橋梁 （不明） 
＊他の管理者は、市、自治体、私道、

森林道路、軍用道路等 

 

② 橋梁種別による橋梁数の割合 

フィンランドの橋梁種別による橋梁数の割合は、図 2.3.6のとおりである。 

 コンクリート橋が全体の 68％を占めており、この中にプレストレス・コンクリート

橋（9％）が含まれる（図中の紫色部と黄土色部が該当する。）。 

 鋼橋は全体の 27％を占めており、この中には鋼製パイプ橋（21％）が含まれる（図

中の橙色部と水色部が該当する。）。 

 木橋は 4％、石橋は 1％を占める。 

 

図 2.3.6 橋梁種別による橋梁数の割合 

 

 

鉄筋コンクリートラーメン橋 

鉄筋コンクリート桁橋 

鉄筋コンクリート床板橋 

その他の鉄筋コンクリート橋 

PC橋 

鋼橋 

耐候性鋼橋 

木橋 

石橋 

パイプ・カルバート 

不明
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21%を占めるパイプ橋（コルゲートパイプ）は、フィンランドでは典型的な橋梁である。

コルゲート・パイプは、アーチ状の構造になっており、薄い亜鉛めっき材料を使用している。

よって、橋梁の耐久年数は 100年と考えているが、コルゲートは 50年と考えている。 

4％を占める木橋では、積層接着貼付により強化したものを使用している。 

また、橋梁の床板は 80％がコンクリート製である。 

 

③ 橋梁種別による橋梁面積の割合 

フィンランドの橋梁種別による橋梁面積の割合は、図 2.3.7のとおりである。 

 コンクリート橋が全体の 80％を占めており、この中にプレストレス・コンクリート

橋（24％）が含まれる（図中の紫色部と黄土色部が該当する。）。 

 鋼橋は全体の 17％を占めており、この中には鋼製パイプ橋（3％）が含まれる（図

中の橙色部と水色部が該当する。）。 

 木橋は 2％、石橋は 1％を占める。 

 

図 2.3.7 橋梁種別による橋梁面積の割合 

 

２）橋梁点検員 

フィンランドの橋梁点検は、すべての橋梁点検をアウトソーシングしており、点検者は 100

名程度いる。橋梁点検を行うコンサルタント会社 15社ほどあり、主なコンサルタント会社は

以下のとおりである。 

＜橋梁点検を行う主なコンサルタント会社名＞ 

 Ramboll Finland 

 Insinöörit 

 Inspecta 

 Trimcon 

 SiltaExpert 

 Pöyry Finland 

 

 VR Track 

 WSP Finland  

 Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
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３）橋梁の点検種別 

フィンランドの橋梁点検の種別は、①引渡し検査、②年間点検、③一般点検、④拡大一般

点検および⑤特別点検の大きく 5つのカテゴリーに分けられている。 

 

① 引渡し検査（Acceptance inspection） 

受け入れ検査は、橋梁の新規建設または改築の際に行われる点検である。この点検は非常

に短い時間（約 10分）で、請負人や道路管理者、橋梁設計者等により行われる。 

 

② 年間点検（Annual inspection） 

フィンランドは 30くらいの区域に分かれており、それぞれの区域で Road foreman（道路

を監督する者）と呼ばれる民間契約者が橋梁の日々の清掃や管理を実施している。 

年間点検は、この Road Foremanにより、橋梁の安全性を確保するために、年に一度、行

われる点検である。なお、この Road Foremanが行っている点検は記録されず、ポットホー

ルの応急補修などの軽微な補修も含まれる。 

また、Road foreman は、直営ではなく、5 年ごとに契約を更新している。Road foreman

は、橋の教育は受けているが橋梁のスペシャリストではなく、橋梁に限らず道路全体を見る

専門家である。 

したがって、Road foremanが行う点検は、本当の点検には位置づけておらず、本当の橋梁

点検はコンサルタント会社が行う点検である。 

 

③ 一般点検（General inspection） 

一般点検は、情報を収集するうえで最も重要なものであり、橋梁点検有資格者により行わ

れる。点検頻度は、日本と同様、5年ごとに実施している。一般点検の結果により、橋梁の

状態が悪いと判定された場合は、より短い間隔で点検を行う。 

 

④ 拡大一般点検（Expanded general inspection） 

拡大の一般点検は、長大橋梁に対し、実施される点検である。この点検は、通常の装置で

は点検が困難であり、特別な装置が必要な場合に実施される点検である。 

点検は、橋梁点検有資格者により行われ、橋梁点検が有する資格は、B.Sc.（Bachelor of 

Science：工学学士）やM.Sc.（Master of Science：工学修士）、より高いレベルの試験の合

格者、FISE（建設業界における資格認定会社）が認定する鋼橋設計者の資格である。 

 

⑤ 特別点検（Special inspection） 

特別点検は、一般点検により損傷の原因が明らかにされない場合や補修計画を立案する前

に行われる点検である。点検員のマネージャーは、FISEの有資格者であることが求めら

れ、最低 2名の点検員により実施される。 
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⑥ その他の点検 

  １）水中点検（Underwater inspection） 

     上記以外の点検として、水中点検がある。点検者は、ダイビングのライセンスを持っ

た橋梁点検有資格者またはダイバーと橋梁点検員のユニットから成る。通常、3 名で実

施され、水中の構造物の状態をモニターするものである。 

  ２）集中モニタリング（Intensified monitoring） 

橋梁の耐荷力や状態、損傷に関して、深刻なフォローアップが必要な場合は、定期的

に行われる点検頻度を増している。これらの点検は、橋梁の損傷状態に応じて、Road 

foremanや橋梁点検有資格者により行われる。 

橋梁のモニタリングには、光ファイバーも使用している。例えば、フィンランド東部

のイニヤンヴィルタ橋は古い鋼製橋梁であり、状態が良くないため、常時、光ファイバ

ーでモニターを行い、橋梁の応力の挙動を監視している。なお、このような橋梁は、費

用がかかるため、数は限られている。一方、通常であれば、5年ごとの点検が必要であ

るが、このようにモニタリングしていれば、5年ごとに点検をしなくても良いというこ

とにもなる。 

 

４）点検者の資格認証制度 

FTAでは、橋梁の他、トンネル、船着場、海岸構造物、運河構造物の点検者の認証を行っ

ている。 

 

① 点検資格を得るためのコース 

2016年の土木構造物の点検者のためのコースは、以下の通りである。 

 理論（2日間、全員） 

 橋梁の理論（1日間） 

 トンネルの理論（1日間） 

 水構造物の理論（1日間） 

 現場研修（1日間、橋梁点検者） 

 現場試験（0.5日間、橋梁点検者） 

 現場研修と試験（1日間、水構造物点検者） 

 理論試験（0.5日間、全員） 

 

 

   志願者はすべてのコースを履修するのではなく、自分の専門テーマを決めて、コースを選

択することができる。橋梁点検者を志願する場合は、5日間のコースとなる。 

   試験は、とても厳しいものであり、志願者全員が合格する訳ではない。因みに、2016年

の 26名の橋梁点検者の志願者のうち、合格者は 20名である。 

      その他、資格を得るための必要事項として、安全教育と安全訓練が 1日間、交通規

制方法で 2日間、また鉄道の講習では 1日間のコースがある。 

 

② 現在の有資格者数 

現在の橋梁点検の資格者数は、約 100名である。しかしながら、そのうち、FTAのプロ

ジェクトを得られるのは 50名程度である。FTAは公的機関であるため、点検者を決める際

は、価格と品質の両方で決定する必要がある。実際、品質と価格の両方を満たす企業は限定

され、厳しい競争に晒されている。 

写真 2.3.1 試験会場
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③ 点検者の資格要件 

FTAでは、下表の通り、点検種別ごとに点検者の資格要件が決められている。 

表 2.3.4 点検者の資格要件 

点検種別 資格要件 

一般点検  有効な FTA認証資格（継続教育の義務あり） 

 土木構造物へ登録（2017年以降）された FTA認証資格（継続

教育の義務あり） 

特別点検 ≪特別点検のマネージャーに要求される資格要件≫ 

 FTA認証資格 

 土木構造物へ登録（2017年以降）された FTA認証資格 

 コンクリート構造物の点検のための FISE認証資格 

鋼構造物の特別点検、

拡大一般点検 

≪点検ユニットに追加される資格要件≫ 

 点検ユニットのうち、1名は FISEの Difficult Grade Steel 

Structures（鋼構造の上級グレード）の認証資格を有すること 

 

④ 資格認証コースで学ぶ内容 

FTAの資格認証コースでは、様々な材料の損傷などについても学ばなければならない。以

下に、コースの事例を示す。 

 様々な材料の損傷メカニズム（コンクリート、鉄筋コンクリート、鋼、木、石） 

 様々な材料の補修方法 

 ポストテンションまたはプレストレス・コンクリート構造物の特徴 

 点検マニュアルの使用方法 

 

５）点検者のキャリブレーション 

FTAでは、点検者のキャリブレーションを実施しており、今年からキャリブレーションの

方法を変更している。その概要は以下のとおりである。 

 2年に 1度、同じ橋梁を全ての点検者に点検を行ってもらっている。 

 試験の対象橋梁は、FTAが点検場所や点検方法を決め、試験を行っている（試験

はグループを 2つに分けて実施している（50名程度／1グループ）。 

 試験の結果は、FTAにより比較・分析され、試験の結果に基づき、点検者の成績

（quality point）を付けている。 

 

なお、以前は毎年、キャリブレーションを行っていたが、点検者にとって、あまりにもき

つく、管理することも大変な作業であったため、現在は 2年に 1回となっている。 

また、キャリブレーションの方法は、今後、新しい登録方法や新しい点検ガイドラインに

基づき、改善する予定となっている。 
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６）点検の実施 

① 構造物登録システム 

FTAでは、構造物登録システムとして、2017年 2月から新しいシステムを利用し始めて

いる。このシステムには、構造物の情報、点検データ、補修履歴データをはじめ、詳細なデ

ータとして、強度や塗装の種類などを登録することもできる。 

また、登録方法は、インターネットを経由して登録され、現場ではタブレットを用いて使

用することもできる。 

 

図 2.3.8 構造物登録システム 

 

なお、この新しいシステムは、稼動を始めたばかりであるため、これまで使用していた関

係者が熟知していた 1990年に作られたシステムと違い、新しいシステムは担当者の中でも

十分に把握ができておらず、これから 5年間をかけて全ての橋のデータを更新していくた

め、非常に時間がかかる作業となるとのことであった。 

また、現時点の問題点として、どの橋もリスクがあるが、新しい登録方法で、同等に比較

できるのかなど、点検の信頼性がまだ確立されていないとのことである。 

ただし、新しいシステムのメリットとしては、点検情報や写真がすべて入力することがで

きるため、データの入手がし易くなったこと、また、地図から、その地域の橋のデータを一

覧で見ること等が挙げられていた。 

 

② 年間点検の実施 

年間点検は、交通安全や道路のメンテナンスの品質を保つために、毎年、Road foreman

により行われる点検であり、ガードレールの端部や支柱の補修、伸縮装置の清掃（砂、粉

塵、凍結防止剤）が含まれる。 

年間点検では、点検者は構造物記録システムに点検の記録を残す必要は無い。 
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③ 一般点検の実施 

一般点検は、全ての橋梁に対し、5年ごとに実施するものである。点検者は 1名であり、

FTA橋梁点検有資格者である。点検方法は目視点検であり、橋梁点検車は使用しない。橋梁

点検ハンドブック（変状のクラスが記載されている）に基づき点検され、点検結果は構造物

登録システムに登録される。一般点検では、過去の点検者による変状データの確認や変状の

進行、新たな損傷の発見が行われる。 

１）変状の評価 

一般点検では、全ての変状を以下に示す 4つのレベルで記録している（図 2.3.9参

照）。 

 1 = Mild（軽い） 

 2 = Moderate（並み） 

 3 = Serious（重い） 

 4 = Very serious（とても重い） 

２）補修時期の評価 

また、対処方法はすぐに補修する、次のメンテナンス時に補修する、あるいは、次の改

築時に合わせて補修する等のいくつかの段階に分かれている。また、補修の時期は、2年

以内、2年から 4年、または、それ以上の時期で分けている。 

 10 = Repair immediately（すぐに補修する） 

 11 = Repair during the next two years（2年以内に補修する） 

 12 = Repair during the next four years（4年以内に補修する） 

 13 = Repair in the future（将来、補修する） 

 14 = No repair（補修しない） 

 
図 2.3.9 一般的な状態の評価 

 

３）点検者の能力と橋梁点検マニュアル 

上記の変状および補修時期の判定は、非常に点検者の能力に依存している。医者に例え

れば、良い医者なら良い診断ができるが、やぶ医者なら、ひどい診断になる。 

実際、FTAにおける点検員の質は安定している。その理由は、2006年にマニュアルが

制定され、写真もついているため、以前は文字による説明だったため、どうしても乖離が

生じていたが、このマニュアルが点検者の質の確保に大きな助けとなっている。 
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また、このマニュアルでは、損傷ごとにどのような補修方法があるかが書かれており、

その費用の目安も書かれている。さらに、新しい構造物登録システムでは、自動的に費用

が算出できるようになっている。 

 

４）橋梁部材ごとの状態クラスの算定 

変状は、詳細な部材ごとに記録される（例えば、ガードレール支柱など）。異なる部材

ごとの状態クラスの判定方法は、0から 4までの 5段階となっている。また、他の橋梁と

比較して、いろいろな数値が算出することも可能である。 

 0 = 問題なし 

 1 = 何か問題がある（small problem） 

 2 = 大きな問題がある（remarkable problem） 

 3 = より深刻な問題がある（serious problem） 

 4 = 対処しなければならない（quick action） 

図 2.3.10に示すとおり、この事例では、「2：何か問題がある」個所がこれだけあるとい

うことが分かる。なお、この数値は、橋台や床板などの様々な部材ごとの損傷を組合せて、

コンピュータに予め組み込まれた算定式により、全体のスコアが出されている。 

 

図 2.3.10 構造物登録システム PC画面 

なお、以前のシステムとの違いは、構造部材をさらに細分化して区分していることであ

る。例えば、伸縮装置に入った砂の状態も入力できるようになっているおり、単純に入力す

る項目数が増えたという訳ではない。 

このため、新しいシステムにデータを入力することが非常に手間がかかるものとなってお

り、現在のところ、新しいシステムの良否は分からないが、近い将来、3Dモデルが組み込

まれれば、より良いものになると考えている。 
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（４）拡大一般点検の実施 

拡大一般点検は、より詳細な一般点検であり、より大きな鋼橋や吊橋、斜張橋などの橋梁

に関して実施される点検である。橋梁点検車が使用され、点検ユニットの中に、FISE認証

資格を有する鋼橋のスペシャリストがいなければならない。 

 

（５）特別点検の実施 

特別点検は、必要な時または補修計画に基づき実施される点検である。点検ユニットのマ

ネージャーは、FISEの認証資格を有していなければならない。また、鋼橋を点検する場合

は、FISEの鋼橋設計者の資格を持っている必要がある。 

特別点検についても、詳細なマニュアルがあり、特別点検で確認する項目は以下に示す通

りである。 

 ＜特別点検の確認項目＞ 

 張力 

 薄い断片 

 圧縮強度 

 中性化深さ 

 鉄筋のかぶり長 

 塩化物含有量（0-20mm、20-40mm、40-60mm） 

 健康被害を起こす材料（アスベスト、PAH、鉛） 

 

圧縮強度では、一年前に危ない状態になった構造物があり、その原因は空気が多く入りす

ぎていたことが原因であったため、それ以降、圧縮強度について、てよく調べるようになっ

ている。 

塩分濃度については、40-60mmの範囲を新たに加えている。またフィンランドの塩分量

は 0.07％以下である。フィンランドでは、凍結の問題があり、北の方の－30℃くらいの地

域では、凍りっぱなしになるので問題がないが、凍結融解を繰り返す 0℃付近の地域が問題

となる（フィンランドでは、エトリンガイドや ASRは少なく、凍害が一番多い。）。 

健康被害を起こす材料には、アスベストの他、発がん性の PAH（polycyclic aromatic 

hydrocarbon、多環芳香族炭化水素）がある。これは石炭のタールに近いもので、古くは建

物によく使われていたが、現在では使われていない。 
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（７）質疑 

１）設計荷重 

 荷重 120t、76tとは許容荷重なのか、それとも設計荷重なのか？ 

⇒【許容荷重】フィンランドでは、実際の許容荷重は 76tなる。通行許可が不要な荷重が 76t

までである。それ以上の場合は許可を得て通行させますが非常に厳しい規定がある（参考：

日本は 25t、ドイツは 40t）。フィンランドはヨーロッパで最も重い車両を許容している。その

理由は、国が大きく、離れた距離を移動しますので一回で運べる方が良いという政策的な判

断だと考えている。しかし、橋の専門家から言うと必ずしも望ましいことではない。 

⇒【設計荷重】設計荷重はユーロコードに従っている。ヨーロッパの設計荷重基準 LM1を見

ても、120tまでは達さないと思うが、ユーロコードでは国ごとのバリエーション項目追加を

認めている。フィンランドの古い橋ではこれに耐えられないものもある。いつの時代に作ら

れたかにより違うが、日本でも大きな荷重に耐えられる橋梁があるのではないと思う。10年

前までは各国は独自の基準があったが、EU加盟の後は理論的には EUとして同じ決まりに従

うようになっている。 

２）参照橋梁と BMSの関係 

 参照橋梁のデータが BMS にどのように使用されているか。TRB の報告では計算してモ

デルシミュレーションを行っているが。 

⇒ 実際にはこれは使っていない。多くの理由から、実際に合っていないためである。現在

実情に合わせたものを開発中である。 

３）点検技術の IT化 

 フィンランドは ITの進んだ国だと思うが、AIやドローンのような先進的な技術を橋梁点

検に使用しているか？ 

⇒ ドローンは今試験している。また独自に映像などを入手できるような方法を開発中であ

る。BIM（building information model）が 3Dの次の段階である。 

４）桁端の損傷 

 フィンランドでは、ジョイント部の下の損傷が問題ないとのことだったが、確認したい。 

⇒ 不幸なことに損傷のある箇所もある。幾つかの PC 橋では、端部にアンカーがあるので

で、大変危険である。このため、ここにステンレスの板を入れ、水がアンカー部にかからな

いようにしている。なお、アンカーはコンクリートの中に入っている。 

５）コア抜きコンクリートの試験 

 現地で行っていたコアサンプリングのスライスサンプルについて、目的はクラック解析

か、それとも別な ASRのような解析か？ 

⇒ まず顕微鏡で見て、凍害による損傷が発生し始めている状況かどうかを確認する。次に、

何ミリのクラックかを見る、上の方から何層かの形成状況を見る。剥がれの状況を見る。そ

こでテンションテストをする。 

 それは凍結によるクラックの確認で、材質ではないということか？ 

⇒ 全体の状態を確認するもので、凍結が主で、それ以外にアルカリシリカ反応についても

見つけることができる。それ以外にクラックも見るが、やはり、この 2つの点が大きい。 

６）橋梁健全度の判定方法 

 10 年前の FHWA 報告の中に、点検者は橋梁全体の状態を報告すると記載があったが、

その方法を確認したい。 

⇒ 2つの方法がある。計算式と主要部材の状態からの両方がある。もう 1つは点検員独自

の方法でもある。0から 4の 5段階での判定である。 

 FHWAの報告では、状態評価 0から 4、損傷クラス 1から 4、補修クラス 10から 14と
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なっており、これから想像すると、まず橋梁部分（床板、上部工、下部工）の状態評価を行

い、そして損傷クラスはそれぞれの部分の損傷を個別に表すと考えている。補修クラスもそ

れぞれの損傷に対応すると考えているが、この理解で良いか、確認したい。 

⇒ 状態評価はそれぞれの Member(部材)ごとに行っている。状態クラスは全てのそれぞれ

の H梁に対し行っている。今は違う方法を使用している。以下に例を示す。 

何か損傷があるとする。柱部分の損傷として、他の場所にもある。例えば、最初の部分が損

傷度 3で残りが 2だったとする。その後､全部書き込まれたダメージ内容も明記される。そ

れを合わせ、部分の状態が評価されている。例えば、ここでは 2と判定される。そして他の

部分、上部工、床板の部分も評価されていく。そのうえで、橋梁全体の状態が評価される。

1つの部分としては、幾つかあってもそれを一つとして判定する。 

 重みづけをした部材状態の評価をしているのか？ 

⇒ 各部分のダメージ、それぞれの構造部分の状態の全てのデータが出るのを待って、そろ

ったうえで、オーバーオールの橋梁評価がなされる。この方法は、本年から新しいシステム

になったのに合わせて採用されなくなっている。 

 現在の計算方法の分かる資料はあるか？ 

⇒ あるが、やはり非常に複雑である。現在、3種類の計算方法がある。1つは全てについ

て計算し、どこを修理しなくてはならないか出す方法である。残りは修繕のためのインデ

ックスをとる方法である。荷重支持インデックスと補修インデックスの両方がある。イン

デックスの単位としては、エリア(㎡)をとる方法がある。大きな橋の場合は、全ての計算で

出ていない損傷を取りこぼさないよう、他の二つの指標を取る。 

 荷重支持インデックは、重要部材について行うのか？ 例えば主桁は重要部材か? 

⇒ その通りである。主桁は重要部材で、アスファルトはそうでないということである。防

水層も同様である。 

 構造部材の重要度で選択するということで良いか。 

⇒ 静的重要度でである。今は実情に合わせた評価の変動期にある。カパネンさんが疑問を

抱いている点は、人により新しいシステム、また別の人は古いシステムを評価するような両

方の見方がある。 

 走行性と構造上の両方について判断があると思うが、1 つ 1 つ個別に判定しているが、

個別に一番上で行うのか、全体の平均で行うのか、計算式があるということだが、どういう

考え方か？ 

⇒ 構造的な部分は大きな力がかかる。このような重要部分を対象に判定するため、平均で

の評価を行うものではない。例えば、ここで 3 という損傷が出た場合、全体は Good に出

来ず、Fineまでしか行かないなど、決まりがある。 

 計算式について、点検員がつけるのか? 

⇒ 点検員がつけていく。これは高欄の例ですが、点検員の判断ではあるが、ここまでつけ

られるとか決まりがある。重要な問題がある場合は一番悪い 4 を付けるなどの決まりがあ

る。 

７）型枠の名称 

 現場で確認した型枠の名称を教えてほしい。 

⇒ 型枠の繊維状の材質であり、名称は英語で Formwork liner というものである。 

＊URL： 

http://www.fibertex.com/en-GB/business-areas/Concrete/Pages/WhatisFormtex.aspx 

フィンランド語では型枠生地という名前である。これは我々にとって重要なものである。

表面が非常になめられに仕上げられるものになっている。表面の透過性や密度を改善し、
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結果的に中性化を防止し、腐食に対する抵抗も上がる。また凍結防止に関しても、これ

を使用した場合、マイナス温度の場合でも強度が確保される。その他利点は様々である。 

８）凍結防止剤の名称 

 フィンランドで使用している凍結防止剤の名称を教えてほしい。 

⇒カリウムフォルミアート(ギ酸カリウム：kalium formate)である。非常に高価で、塩の 15

倍の価格である。ただし、環境には非常にやさしいものである。なお、10年前で 15倍だっ

たので、今はもっと安いかもしれない。 

９）FISE 

 FISEの組織概要を教えてほしい。 

⇒ FISEは、Service for Certification of Persons という認証組織である。私も以前ここの組

織で勤務していた。私は、鋼構造に関する認証を与えていた。FISEは少しおかしな(funny)

歴史がある。もともとは FICE（Finnish Certification）とする必要があったが、既に登録され

ており使用できなかったため、FISEになった。FIは英語だが、SEはスウェーデン語での認

証の頭文字である。フィンランドではスウェーデン語も公用語でである。もちろん私もスウ

ェーデン語は勉強したが、ドイツ語の方を良く使用するため、ドイツ語アクセントである。 
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２．４ 現場視察 

（１）橋梁点検・補修現場 

 現地視察では、FTAに案内をして頂き、高速道路 E75号上にある①特別点検を実施している橋

梁、②参照橋梁および③補修工事中の橋梁の 3箇所の現地調査を行った。 

各橋梁の概要と位置は以下に示すとおりである。 

 

表 2.4.1 現地視察橋梁 

① 特別点検 橋梁名 U-2143 Purola overpass in Järvenpää 

概要 [橋梁形式] 連続プレストレス・コンクリート桁、[完成年] 1998年、

[橋長] 238ｍ、[点検理由] 幾つかの水漏れが発見されたため。 

② 参照橋梁 橋梁名 U-585 Karavanjoki bridge in Kerava 

概要 [橋梁形式] 鉄筋コンクリート連続スラブ橋、[完成年]1956年、 

[橋長] 37.8ｍ 

③ 補修工事 橋梁名 Kuninkaanmäki overbridge 

概要 [橋梁形式] 鉄筋コンクリート連続スラブ橋、[完成年]1973年、 

[橋長] 64.8ｍ、[補修内容] 防水工、桁端補修、床板補修 

 

 
図 2.4.1 現地視察箇所 位置図 

  

③ 特別点検 

② 参照橋梁 

① 補修工事 
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① 特別点検（U-2143 Purola overpass in Järvenpää） 

 

 当該橋梁は、2年前の一般点検で、橋の下からの水漏れが発見され、今回、特別点検を実施し、

原因を調査している。 

なお、橋梁全体の損傷の程度は、それほど状態は悪くないように見える。 

 

 
写真 2.4.1 橋梁全景 

 

 

 特別点検には、床板コンクリートのサンプルを取ることが含まれており、サンプルを取る箇

所は、FTA担当者の指示に従い、橋梁点検有資格者は現場で決定している。 

 
写真 2.4.2 コンクリートのコア抜き状況 
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 フィンランドの舗装構成は、アスファルトの下に大きめの小石（砕石）を撒き、その下にコ

ンクリートを敷く構造となっている。 

 
写真 2.4.3 コンクリートのコア 

 

 日本と同様、舗装と床板の間には、防水層が敷かれている。 

 
写真 2.4.4 コンクリートコア抜き後の内部 

 

 

 サンプルは、ラボラトリーでチェックされる。検査項目は、薄い断片を顕微鏡で見たり、ど

んな岩石が使用されているか、有害な物質が混じっていないかどうか等を検査する。 

 また、塩分量は 3層にして検査する。 

 この検査方法は、バッファレンという会社のハンネトウ先生が広めた方法で行っていおり、

現在、フィンランド中で利用されている方法である。 
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写真 2.4.5 コンクリートコアと舗装の断片 

 

 

 

写真  橋面上    写真  交差条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.6 橋面             写真 2.4.7 橋梁下面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真 2.4.8 支承部             写真 2.4.9 伸縮装置 
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② 参照橋梁（U-585 Karavanjoki bridge in Kerava） 

 

参照橋梁（リファレンスブリッジ）は、1980年代には決められたものであり、橋梁形式や環境

条件など、どのように選定されたものであるか、FTA担当者からは明確な答えは得られなかった。  

現在の参照橋梁の橋梁種別は、コンクリート製の橋が最も多く、鋼製や木製も含まれている。

地域的には東西南北の広い地域から選択され、橋梁供用年数についても、古いものから新しいも

のまで含まれるようにされている。 

また、参照橋梁として、新たに加えられる橋梁は、たまにある程度で、毎年、新しい橋を追加

するものではない。 

 
写真 2.4.10 橋梁全景 

 

 下記の写真は、アスファルティック・ブラック・ジョイントである。ジョイントの上に、普

通のアスファルトが乗っているため、下のエクスパンション・ジョイントを点検ができない。 

 

写真 2.4.11 アスファルティック・ブラック・ジョイント 
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 コンクリートのかぶりを確保するため、10年前の改築時に吹付けコンクリートが施工されて

いる。これにより、かぶりは施工前の 19mmから施工後は 45mmに改善された。 

 
写真 2.4.12 吹付けコンクリートによる補修 

 

 

 10年前の改築では、高欄の根元も補修されている。 

 
写真 2.4.13 高欄部 
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 支承は、ローラー支承とのこと。フィンランドでは、子供が石を投げて遊ぶので、支承にカ

バーがしてある。 

 

写真 2.4.14 支承の防護カバー 

 

 

  



2- 33 - 

 

③ 補修工事（Kuninkaanmäki overbridge） 

 

当該橋梁は、築 43年のコンクリート橋である。フィンランドでのリハビリテーションの良い事

例となっている。しかし、大きなリハビリテーションではなく、スタンダードな補修事例である。 

当該橋梁では、6年前の一般点検で、目で点検した際に問題があることが判明した。その後、特

別点検が必要とされた。この特別点検は 5 年前の 2012 年に実施された。そのとき、橋の梁や防

水工（water isolation）に重要な問題が発見された。そこで、FTAは修繕をすることを決定したと

のことだった。 

 

FTA 担当者の当該橋梁に対するコメントは次のとおりである。「この全体の流れはとても美し

く、ロジカルだと思う。まず一般点検を行い、必要に応じて、特別点検を実施し、そして、必要に

認められた点について、修繕をしていくという流れになっているからである。この橋はまだ修繕

が終わっていないが、修繕後、しばらくは良い状態を保ち、5年後には一般点検がされる。一般点

検は 5年ごとに継続して行われるため、おそらく 25年後に、別の特別点検がなされるだろう。そ

して、次の 30年後に修繕がなされると思う。」 

 

 
写真 2.4.15 橋梁全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.16 橋脚            写真 2.4.17 交通規制状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.18 地覆部の補修         写真 2.4.19 地覆部の補修の型枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.20 Formwork liner使用のコンクリート面     写真 2.4.21 円形型枠 
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（２）木造・コンクリート複合橋梁 

 

日本では見ることの出来ない木造・コンクリート複合橋梁の事例として、ビハンタサルミ橋

（Vihantasalmi bridge）の現地視察を行った。 

以下に、写真、位置図および橋梁諸元を示す。 

 

 

写真 2.4.22 橋梁全景 

 

 

図 2.4.2 橋梁位置図および橋梁諸元 

 

 

 

 

所在地 高規格幹線道路5号
形式 キングポストトラス，桁橋

橋長：182m
支間：21m+42m+42m+42m+21m
有効幅員：車道11m　歩道3m

用途 車道
事業主体 Finnish Road Administration
竣工 1999年

その他 木材使用量：985m3

諸元
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写真 2.4.23 道路部            写真 2.4.24 歩道部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.25 支承部             写真 2.4.26 桁端部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.27 張出部         写真 2.4.28 橋梁下面及び橋脚部 
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（３）その他の橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.29 木造橋（郊外）        写真 2.4.30 木造橋（郊外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.31 斜張橋（公園内）        写真 2.4.32 トラス橋（公園内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.33 斜張橋（ヘルシンキ市内・一般道） 

 

  



2- 38 - 

 

２．５ 訪問先提供資料 

（１）訪問先提供資料リスト 

 FTA からは、フィンランドの橋梁点検点検に関する多くの資料を提供して頂いた。提供して頂

いた資料のリストを以下に示す。 
 

1. Siltojen vuositarkastusohje 
Guideline for annual bridge inspections  

siltojen_vt_ohje_2009 

橋梁年点検指針 

 

2. Sillan vuositarkastuslomake 
- Blank form for annual bridge inspection 

橋梁年点検の白紙様式 

 

3. Taitorakenteiden tarkastusohje 
Guideline for Inspections of engineering structures 

lo_2013-17_taitorakenteiden_tarkastusohje_web 

◎ 土木構造物の点検指針 

 

4. Sillantarkastuskäsikirja 
Inspection handbook of bridges 

lo_2013-26_sillantarkastuskasikirja_web 

◎ 橋梁点検ハンドブック 
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5. Sillan laajennettu yleistarkastus Osa1:Terässillat 
Extended general bridge inspection Part 1: Steel bridges 

lo_2010-31_sillan_laajennettu_web 

○ 拡大橋梁一般点検第一部：鋼橋 

 
6. Sillan laajennettu yleistarkastus ja huolto-ohje Osa 2: Köysisillat 
Extended general bridge inspection and maintenance Part 2: Cable bridges 

lo_2011-22_koysisillat_web 

○ 拡大橋梁一般点検第二部：斜張橋 

 

7. Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset 
quality requirements for general bridge inspections 

lo_2014-09_siltojen_yleistarkastusten_web 

○ 橋梁一般点検の資格要件 

 

8. Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimukset 
quality requirements for special bridge inspections 

et_laatuvaatimukset_2010 

○ 特別橋梁点検の資格要件 
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9. Vedenalaisten taitorakenteiden tarkastusohje 
Guideline for Inspections of submerged engineering structures 

lo_2016-26_vedenalaisten_taitorakenteiden_web 

水中土木構造物の点検指針 

 

10. Laituritarkastuskäsikirja 
Inspection handbook of piers 

lo_2010-02_laituritarkastuskasikirja_web 

橋脚点検指針 

 

- parametritaulukot 

- parameter tables 

11. Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja 
Inspection handbook of channel structures 

laituriparametrilistat_2010 

lo_2013-08_kanavarakenteiden_tarkastuskasikirja_web 

水路構造物の点検ハンドブック 
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12. In the memory stick also: 
Laajennetut yleistarkastukset, raportti. Tarkkailusillat Uudenmaan ELY -keskuksen 

alueella, 2015 

Extended general bridge inspection, Reference bridge report of Uusimaa ELY Centre 

area, 2015 

Tarkkailusillat_raportti_2015_U-ELY 

橋梁拡大一般点検、Uusimaa ELY Centre 地区参照橋梁報告、2015 年 

 

13. 交通規制に関する資料 
T rm ysvaimentimen k yt n hy dyllisyys liikenne- ja ty turvallisuuden 

n k kulmasta 

交通規制安全のための衝突緩衝装置の利用 

lr_2013_tormaysvaimentimen_kayton_web 

 

U-3724, 6.6.-7.6.2017, liikennejärjestelyt 
交通規制図 
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14. PC鋼材の破断に関する資料 

Onnettomuustutkintakeskus, Kai Valonen,  
VTT_CR_00707_13_Onnettomuustutkintakeskus 
事故調査委員会資料(鋼材破断について) 

BAW-Brief Nr. 3 - November 2006 

587 - B 

Spannungsrisskorrosion von Spannst hlen 

baw_brief_nr3_nov_2006_mit_tabelle 

ドイツ連邦水路局報告 2006 年 11 月 587-B 

PC 鋼材の応力腐食割れについて 

 

15. 埋設ジョイントに関する資料 

http://www.rsag-
schweiz.ch/de/fahrbahnuebergaenge/produktgruppe.php?PRODKATID=2 

RSAG Schweiz AG -Fahrbahnübergänge-THORMA-JOINT®.htm 
RSAGスイス㈱ 伸縮装置 ソーマジョイント 
http://www.rsag-

schweiz.ch/de/fahrbahnuebergaenge/produktgruppe.php?PRODKATID=33 
サイレントジョイント⇒ これを使用しているらしい。 

 
http://www.silentjoint.nl/ 

SCHAGEN Infra社 
Silent Joint 
フィンランド語のため、写真は以下の通り 
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（２）橋梁点検資料の翻訳 

 FTAから提供して頂いた幾つかの橋梁点検技術資料について翻訳した資料を以下に示す。 

 

1. 橋梁点検一般事項 2)3)5) 

1.1. 点検の種別 

点検種別 内容 

受入れ(引き

渡 し ) 検 査

(VOT) 

受け入れ検査が最初の構造物点検となる。点検監理者は、点検資料を収集し、こ

れに基づき、データベースの再構築内容及び最初の一般点検の構造物に関する基本

情報のアップデートを行う。 

年点検(VT)  年点検は毎年実施される目視による点検で、交通安全と構造物の安定に

関し安全を損なう要素を検知するために実施される。 

 年点検は、構造要素状態と対応レベルの評価を行うものである。年点検で

観察された損傷は、年点検様式により報告される。損傷内容は、一般点検又は

特別点検に引き継がれる。 

一 般 点 検

(YT) 

 一般点検は、年点検よりも正確な点検である。目視による点検であり、通

常 5年から 10年の間隔で実施される。構造物の状態が悪い場合で、変状が発

達している、あるいは変状のモニターが必要な場合は、3-5年の間隔となる。

他方で、良い状態の構造物では、点検間隔は 8-10年とできる。 

 一般点検は主要な点検であり、その目的は、橋梁の存する間を通してその

状態の変化をモニターすることにある。点検データは、維持管理プログラム、

追跡モニタリングに使用される。橋梁は、損傷や変状による道路安全、橋梁の

荷重に関するもの、安定性に関するもの、外観や周辺に関するもの、を考慮す

る。 

 橋梁の目視できる全ての部分を点検する。また損傷と変状は、損傷区分表

にないものも記録を行う。 

 橋梁一般点検の結果から、維持管理のために、①橋梁及び主要部材の状態

データ、②次回の点検の種別とデータの提案、③補修の提案、④補修費用の見

積もり、⑤様々な指標を計算するためのアウトプットデータ、の情報が使われ

る。 

 一般点検は、次回の点検の基本事項となり、対応計画の策定に役立てられ

る。一般点検での重大な損傷があった場合は、構造物はさらに高度モニタリン

グまたは特別点検の実施が推奨される。長大橋及び鋼橋の大規模な一般点検の

場合は、頻度を変えて実施される。 

拡大一般点

検(IYT) 

鋼橋や斜張橋のような特殊橋梁に対し、一般点検の２回に一回(10-12 年ごと)に

実施される、目視を主とした点検のこと。5) 

特 別 点 検

(ET) 

特別点検は、目視点検よりもさらに正確な情報が求められる場合、必要に応じて

実施される。特別チェックは、構造物の変形や、構造物の状態評価、損傷範囲の変

化等、目視できる損傷状態をさらに観察する必要のある場合、構造物のリノベーシ

ョンをタイムリーに行うため、毎年あるいは一般試験として実施される。点検では、

作業計画又は補修計画をたてる目的に対する情報を得ることができる。 

高度モニタ

リング(TT)、モ

ニタリング 
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2. 点検評価方法 2) 

2.1. 橋梁点検入力内容 

損傷(変状)の記録内容は、以下の通り 

① 損傷位置、損傷部分、材料 

② 損傷種別、損傷区分、損傷原因、損傷規模 

③ 補修方法、範囲、補修費用 

④ 緊急度 

 

これらの変状情報をもとに、以下の値が、判定、あるいは計算される。 

VPS( 損 傷

ポイント合

計) 

VPS は以下の要因により定める。 

 損傷位置要素 

 損傷位置要素の点検者による状態評価 

 損傷クラス 

 損傷を補修する必要性の緊急度 

この損傷スコアは、個々の橋梁及び橋梁群の両方の報告書に使用でき

る。それぞれの損傷及び橋梁全体の値は、自動的に計算される。 

LYK( 計 算

一般状態) 

計算一般状態は、表 4及び表 5を用いた、9つの橋梁主要構造の健全度

を点検者が評価したものの重みづけ平均値である。この値は、橋梁データ

ベース(Siltarregister)で自動的に計算される。有効数字 2ケタであらわ

す。 

YKA( 一般

評価) 

橋梁点検者が行う橋梁全体状態の評価値 要素状態数と同じ 0～5 の 5

段階 

橋梁健全度

クラス 

上記 LYKと YKAを用い求める、橋梁の健全度クラス 

 

2.2. VPSの計算方法 

VPS = ΣVP100 + ΣVP200 + kL * kHL * kA * (ΣVP300) + ΣVP400 + ΣVP500 + ΣVP600 + ΣVP700 + kA 

* (ΣVP800) + ΣVP900 
ここで、 

 ΣVPx = 主要部材 X部の損傷ポイント 
 損傷ポイント：VPx = 要素 x重み＊構造グループ x 健全度数(フィットネスポイ

ント) ＊ 補正緊急度スコア＊損傷程度スコア 
 延長係数 kL=Max[1,(最大径間-30)/30]、最大径間が 60m以上の長大橋では、エ

クストラポイントが生じる。 
 幅員係数 kHL 

HL≦15mの場合、kHL=1  
HL>45mの場合、kHL=2.5 
15m<HL≦45m、kHLを補完する 

 オープン橋梁係数 kA：オープン橋梁の場合 kA=5、それ以外は 1 
 この kL,kHL,kA は、パイプカルバートには適用されない。パイプカルバートと

は、RC、PC、鋼、または防錆鋼パイプ、または鋼または防錆鋼アーチの橋梁。 
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2.2.1. 主要部材 x構造要素グループ 

主要部材は以下の 100から 900の 9つのグループとする 

構造要素グループ x : 
100 = 下部工 
200 = 端桁 
300 = 他の上部構造 
400 = 塗装 
500 = 他の表面構造 
600 = 高欄 
700 = 伸縮装置 
800 = 他の付属物 
900 = 橋梁ロケーション 

 

2.2.2. 要素 xの重み、健全度数、補正緊急度、損傷程度スコア 

要素 xについての、重み、健全度数、補正緊急度、損傷程度スコアは、以下のように設定

する。 

ただし、構成重み係数、状態健全度は、要素 xの値を示すのに対し、補正緊急度及び損傷

程度スコアは、最も悪い損傷クラスの損傷(変状)を対象とする。 

表 1：構成重み係数 

構造グループ 道路橋 支持形式鉄

道橋 

その他の鉄

道橋 

下部工 0.7 0.7 0.7 

端桁 0.2 0.5 0.2 

他の上部構造 1 1.0 1 

塗装/トラック 0.3 0.5 1 

他の表面構造 0.5 0.4 0.4 

高欄 0.4 0.2 0.2 

伸縮装置 0.2 0.1 0.1 

他の付属物 0.2 0.2 0.2 

橋梁ロケーション/基礎構造 0.3 0.3 0.3 

 

表 2：構造グループごとの状態健全度数 

構造グループの状

態 

状態ス

コア 

適用 

0＝ 新規か新規

同様 

1  

1＝ 良い状態 2 通常の損耗及び老朽化は見られるが、機能が正常

である。損傷が無いか、僅か、または範囲が小さい 

2＝ 普通 4 構造物に明らかな欠陥または損傷があるが、通常

の使用には問題ない。構造要素の補修は、簡単であ

るか、局所的なものである 

3＝ 悪い 7 補修の必要な明らかな目立った損傷がある 

4＝ 非常に悪い 11 構造要素の支持能力は、損傷により既に明らかな

影響が出ており、道路安全を毀損している。構成要

素は補修または作り替えが必須となっている。 

特別な場合として、以下のパラメータが使用される。水面下で目視点検ができない場合のよ

うな場合、9 = could not be checked 
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表 3：補正のための緊急度数 

損傷補修のための緊

急度 

緊急度

数 

適用 

10＝ 直ちに補修 5 損傷が道路安全または橋梁耐荷を損なって

いる。緊急補修を直ちに行う必要がある。 

11＝ 2 年以内に補修 4.5 損傷あるいはその結果生じる影響により、

2-3年以内に道路安全と橋梁耐荷が損なわれ
る。 

12＝ 4 年以内に補修 3 進行の疑われる構造的損傷で、放置すれば

補修費用が大きくなる、あるいは、橋梁構造

に影響を与えるもので、概ね 3-5年で影響が
生じると考えられるもの。 

13＝ 後日補修 1.5 大きな構造物への影響が考えられず、損傷

補修の判断を次回の点検後まで延期するも

の。 

14＝ 補修の必要無 0.5 損傷により構造物外観への影響が無いか、

構造要素の撤去に結び付かないもの。 

プライオリティカテゴリー： 補修緊急度クラスは各ケースごとに決定する。クラス

10(緊急補修)は、管理者に第一状況として報告する。 

 

表 4：損傷程度スコア 

損傷クラス 損傷クラス数 

1＝ 小さい 1 

2＝ 大きい 2 

3＝ 深刻 4 

4＝ 非常に深刻 7 

 

2.3. 計算一般状態(LYK)について 

計算一般状態は、上記表 4の損傷程度スコア(各要素 xの最も悪い変状について)と、以下

の計算一般状態を求めるための重み係数(表 5)を用い、0.00 から 4.00 までの値で求められ

る。 

 

表 5：道路橋計算一般状態を求めるための重み係数 

部材グループ 基本橋梁 パイプカ

ルバート 

JB橋及び

tbアーチ 

吊り橋、斜

張橋 

オープン

橋 

下部工 70 0 50 50 70 
端桁 20 0 20 20 20 

他の上部工 100 100 100 100 100 
塗装 25 5 20 25 25 

他の表層構造 50 0 50 40 50 

高欄 20 10 20 15 20 
伸縮装置 20 0 20 20 10 

他の付属物 10 5 5 5 50 
橋梁用地 10 5 10 10 30 
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2.4. 橋梁健全度について 

橋梁健全度は、各要素の重みづけ計算値により求める計算一般状態(LYK)と、点検者が各

橋梁について行う YKA(一般評価)、の二つから主として求められる。 

 

表 7：道路橋梁の健全度クラスの定義 

状態表記 区分 

 橋梁 カルバート 

5 非常に良い： 

新規、またはほとんど新規の橋梁 

LYK = 0.00-0.50  

and  

YKA = 0 

LYK = 0.00-0.50 

and  

YKA = 0 

4 良い： 

一般状態は良好、主要構造要素の一つの

健全度評価は普通か不良 

LYK = 0.51-1.25  

or  

YKA = 1以下 

LYK = 0.51-1.25 

or  

YKA = 1以下 

3 通常： 

既に傷や錆のような欠陥や損傷がある

が、補正工事は未実施。主要部材の一つの健

全度は悪いか非常に悪い状態だが、一般状

態は満足できる状態。 

LYK = 1.26 to 

2.00  

or  

YKA = 2以下 

LYK = 1.26-2.00 

or  

YKA = 2または、

一つの部材がそれ

以上、腐食の損傷

カテゴリー4 は無

い 

2 注意が必要： 

補修の必要な幾つかの明らかな損傷、ま

たは、一つの深刻な欠陥がある。特別点検や

リノベーションが明らかに必要 

LYK = 2.01-2.75  

or  

YKA = 3以上ま

たは、塩分影響の

無い損傷カテゴリ

ークラス 4 の排水

損傷が無い 

LYK = 2.01 to 

3.25  

or  

YKA = 3 以上、

及び損傷カテゴリ

ークラス 4 の腐食

損傷が無い 

1 非常に悪い： 

橋梁は、完全なリノベーションまたは作

り替えさえ必要。状態は許容できない。非常

に多くの損傷があり、記載不可能 

LYK = 2.76-

4.00  

or  

YKA = 4  

or 

塩分影響のある

床板の水による損

傷が、損傷カテゴ

リー4 

LYK = 3.26-

4.00  

or  

YKA = 4 
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3. 点検者の資格要件 3) 

年点検 

年点検を実施する点検者は、FTAの毎年の訓練を完了するか、FTAの認証する点検者

であることが必要。それに加え、点検者は、構造物に関する経験を有する必要がある。 

一般点検 

一般点検を実施する点検者は、FTAの幹線構造物の試験による認証に加え、構造物の

業務資格が必要である。さらに、構造物に関する経験を有する必要がある。 

拡大一般点検 

点検には、FTAの構造物試験に合格した点検者が必用であり、点検には、構造物エキ

スパートで、一般点検マニュアルに記載のある構造種別に関する専門性を有することが

求められる。例えば、鋼橋の場合は、 

「鋼橋点検者は、鋼橋の特性を周知し、AA等級の鋼橋の設計特性を有するか、FTAの

認める他の適正、特に鋼橋点検に関するものを有していることが求められる。」 

特別点検 

点検者は、FTSAの一般点検の試験認証及び経験を必要とする。3年以内の土木構造物

の特別点検実施の経験が求められる。これに加え、10の補助構造物の研究報告への参加

が必要となる。 

また、橋梁/建設部門の修士、あるいは荷重支持構造の設計の経験、または建設実務で

の構造物設計及び特別点検の経験を有する必要がある。これに加え、橋梁に関する、FISE

の健全度調査または他の相当する FISEの資格を有する必要がある。 

 

3.1. 一般点検資格要件 6) 

フィンランド輸送調整局は、品質管理データに基づき、点検者の調査を評価する。点検は、

それぞれの項目の比較により、また FTA ガイドラインに従った評価になっているかについて 0

から 10 のスケールで評価される。品質スコアの結果は、点検機関に提供される。 

若し点検者が最後の 3回の品質測定結果を受けていない場合、あるいは、最後の 3回の測定

データ結果の平均値が 4.0 より低い場合、点検者の資格は停止される。平均値は、点検者が参

画する品質測定データにのみ基づき計算される。 

次回の品質測定データの前に、点検者が資格取得を欲する場合、試験者は、クライアントま

たは品質コンサルの指導の下で、2 回の追加品質測定を実施する。点検者側も、品質測定のた

めの二回目の測定実施者を用意する。この二回の試験に合致しない場合は、点検者の資格は有

効とならない。その他の場合(いずれかに合格した場合)は、資格は有効となる。 

二回目の試験に要する費用は原因者であるコンサルタントの負担とする。 

 
橋梁点検者の品質スコアは、橋梁追跡データ及び報告、並びに以下の指標を用い、毎年の品

質測定点検の結果に基づき決定される。 

1. 点検者の最高品質スコアを以下の二つの高い方の値から求める：直近の品質測定データ
結果、直近及びひとつ前の品質スコアデータの平均値 

2. 直近の品質スコアデータ結果が有効でない場合、品質スコアは、ひとつ前の品質スコア
最終結果の 70％とする。 

3. 直近及びひとつ前の品質スコアの結果が有効でない場合、品質スコアはそれ以前のスコ
アの 30％として計算する。 

4. 直近、ひとつ前、二つ前の 3つの結果が無い場合、品質スコアは 0ポイントなる。 
5. 全ての結果は、0.5ポイント刻みとする。 
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正当な理由のある場合、一回前の品質スコアの 95％が保証される。(例えば、産休ま
たは急病の場合) 

 

品質測定は、点検期間内の、それぞれの橋梁で実施される。品質測定は、表 1に従い実施さ

れる。 

表１ 品質測定の回数 

橋梁数  品質測定数 

1-100   2 

101-300   3 

>300   4 

品質測定は、一般点検及び、同じ橋梁で実施される 2回以上の巡回チェックからなる。 

委託者社員は、登録情報に基づき、品質測定のための橋梁を選択する。品質モニター橋梁

の損傷ポイント数は、最低 70なくてはならない。橋梁点検者が既に点検した橋梁が、点検に
使用される。品質測定ターゲットは、未点検の年点検プログラムの橋梁とすることもできる。

この場合、通常、他の二人も同時に判定を行う。 
一般点検を実施する橋梁で、点検を行う点検者が 3人より少ない場合、上記の原則に従い、

他の測定者を追加し、品質測定をアレンジするようする。 
 

管理者側の品質管理者は、契約による品質測定で、個々の点検者が下記のような結果を報告

した場合、異常報告を管理者に提出する責任を持つ。 

 VPSが 50で偏差指標(PL)が 0.60を超える、または、VPS≧300で、0.30を超
える。その中間値は、それぞれ補完する(図 1)。または、 

 損傷ポイントの相対偏差(SP)が、VPSが 50で、0.40を超える。または、VPS
≧300で、0.20を超える。その中間値は、それぞれ補完する(図 1)。または、 

 VPSが 50で、補修費用の相対偏差(SP_kust)が 1.00を超える、または、VPS
≧300で、0.50を超える。その中間値は、それぞれ補完する(図 1)。 

 

 

図 1 損傷ポイントの最大偏差(PL)、相対偏差(SP)、補修費用の相対偏差(SP_kust) 

 

同じ点検期間で、個々の点検者の損傷ポイントに関する相対偏差が、上記の最大値の 1.5
倍を超えるか、補修費用の相対偏差が、上記の最大値の 2倍を超えた場合、別に二回の品質
測定が実施される。この品質測定では、他の二人の点検者が、当該点検者が実施した一般点
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検の調整点検を実施する。契約者または品質コンサルタントは、この追加調査に関する費用

を、契約書に従い負担する。 

 
3.2. 特別点検資格要件 7) 

特別点検の主任点検者は、フィンランド道路局の資格を有する技術点検官であることが求め

られ、最低 2か年の一般点検の経験を有することが求められる。主任点検者は、橋梁の学士の

資格を有するか、橋梁荷重に関する設計の経験を有するか、または橋梁構造設計技術者である

必要がある。 

橋梁コンクリート構造の特別点検の主任点検者は、それ以外に、FISE によるコンクリート橋

梁 A級点検者またはそれと同等の資格を求められる。 

特別点検に関する検査事項としては、以下が考えられる。 

 コンクリート被り 
 中性化深さ 
 塩分含有量 
 自然電位、コンクリート抵抗、分極性 
 浸透性 
 コンクリート微細構造 
 引張強度 
 コンクリート水分含有量 
 表面構造のサンプリング 

 

 

4. 橋梁統計データ 1) 

2009年 1月 1日時点で、橋梁 14,565、そのうち 3,062がカルバート 

最も一般的な橋梁は、RC 

 

図１：数量(左)及び橋面積(右)による橋梁構造材料の割合 

上から、RC(59.3%)、PC(7.9)、鋼(6.0)、木(4.4)、石(1.3)カルバート(21.1) 

面積比では、RC(57.5)、PC(22.1)、鋼(14.5)、木(1.7)、石(0.6)カルバート(3.6) 

 

橋梁の多くが 1950年代以降のもので、3分の 1以上が 60年代と 70年代。建設後 30年か

ら 40 年で最初のレノベーションが完了するため、現在から数年後までが補修のピークとな

る。1990 年代に建設された橋梁の割合が大きいため、次のピークは 90 年代の橋梁の補修が

始まる 2025 年ごろから始まると予想される他、最初のピークの再度の補修サイクルも始ま
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ると予想される。 

橋梁の建設年の分布を図 3に示す。 

フィンランド道路局橋梁は、フィンランド国道路のおよそ 5 分の 1．道路局のバランスシー

トの橋梁の価値は 28億 5千万ユーロ、またはおよそ 19%。償還期間は 50年としている。 

なお、架替えを前提とし計算した橋梁の資産額は、約 60億ユーロとされている。また年間

維持管理費用は、その 1%の 6千万ユーロとしている。 

 

図 2：橋面積による、橋梁の建設年の分布 

 

図 3：数量による、橋梁の建設年の分布 

 

橋梁維持管理では、全橋梁の VPS(損傷ポイント合計)値と低レベル橋梁数を用い、橋梁群の

橋梁状態を設定する。 

橋梁ごとの損傷ポイント数は、様々な要因について橋梁登録システムに記録された直近の全

体点検に基づき計算される。 

 

主要構造部健全度の重みづけ平均値は計算一般状態(LYK)である。計算一般状態、一般状態、

最も厳しい損傷、に基づき、橋梁健全度は 5段階に分類される。 
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図 4：2002-2009年の健全度クラスによる道路健全度クラスの分布。 

年々、良い、普通の橋梁の数が増加しており、将来的な悪いの橋梁増へつながる可能性があ

る。 

 

 

 

 

図 5：2001年から 2009年までの全橋梁群の VPS値の増加 

損傷ポイント合計(VPS)と損傷数は、は、橋梁群の損傷程度を表す。橋梁群の全損傷限界は伸

び続けている。 
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図 6：ELYセンターの地域ごとの不適切橋梁数 

橋梁健全度の地域によるバラつきは非常に大きい。 

 

制限を受けた橋梁は、通常交通が限定され、交通規則による交通荷重を支持することができ

ない。このような橋梁はほとんどが 1960年代以前に建設されたものであり、それ以降の橋梁は

ほとんど適合している。現在 164の橋梁が制限を受けており、そのうち 5橋が郊外部、157が

接続道路、2がその他。高度モニタリングは 82橋で実施。 

 

 

 

 

新規の橋梁設計では、設計寿命は、 

 コンクリート及び鋼橋は 100年 

 木橋及びカルバートは、50年 

 

構成部材の寿命は、 

 端桁で、凍結防止剤にされされている場合、25年 

 端桁で、凍結防止剤の影響の無い場合、40年 

 防水層で、35年 

 伸縮装置で、25年 

 未塗装の木製てすりで 25年 

 鋼構造の塗装で 25年 

 コンクリート構造の塗装で 15年 

 

長期目標は、国全体で、均一な健全度とサービスレベルの達成、できるだけ少ない維持管理

費用と管理時間の短縮。 

健全度レベルの目標は、橋梁群の平均状態の低下にストップをかけること。 

橋梁数が継続的に増加する中で、橋梁ごとの平均状態の低下を行わないようにし、橋梁群の

損傷程度は年間およそ 1.5%の増加に抑える。 

 

不良な橋梁の数量は減少している。2020年で 400橋梁まで減少。年ごとに 20橋ずつ減少し

ている。一方、不良に移行する橋梁数は、年間 70橋と予想され、年間 90橋ずつ減少させる必
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要がある。 

 

図 7：悪い状態の橋梁数の低減目標 

青：橋梁、桃：カルバート 

 

 補修費用のおよそ 10%が点検費用として使われる。この目的は、補修作業の効

率化、補修作業中の交通規制の効率化である。 

 点検により得られた情報は、橋梁の補修・改築プログラムに使用され、橋梁健

全度の確保に必要な対策とモニタリングの決定に使用される。 

点検は主にコンサルタントにより行われる。点検者は、道路管理橋梁コースを優秀な成績で

取得していることが必要である。コンクリート構造物の特別点検の主任点検者は、FISEのコン

クリート橋梁の健全度診断士の資格が必要となる。 

一般点検は、橋梁一般点検の品質基準に従い、全ての橋梁に対し平均 5年ごとに実施される。

特定の長大橋梁の拡大一般点検は、Gliding 点検マニュアルにより、平均 8 年ごとに実施され

る。 

 特別点検は、橋梁種別プログラムの元、補修計画実施前に必要な対策手法の選

択や決定のために、あるいは特別な理由により、実施される。 

 特別鋼構造点検は、長大鋼橋について、15年ごとに実施される。長大な吊り橋

の変形については、橋梁ごとに特定の間隔で点検が行われる。；推奨間隔は 5から 10年

である。これらの特別点検および補修は、道路管理者と中央政府の協力により実施され

る。 

 危険度の高い橋梁は、水中点検を最低 10年ごとに実施しなくてはならない。 

 車両規定に課された荷重または橋梁の荷重限界を超過する場合、計算により橋

梁または構成要素がそれを許容できるかについては、高度な調査を行う必要がある。 

 橋梁が不良の状態となると、リノベーションプログラムが作成される。健全度

クラスが非常に悪いとなると、リノベーションの即時の実施が必要となる。 

 橋梁の計算耐荷力は、橋梁費用のアカウンティング指針により決定される。 

 60年代 70年代に作られた長大橋梁がリノベーション時期を迎えた 90年代から

橋梁補修の必要性が非常に増大してきている。 
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図 8：予算オプションの違いによる、橋梁総合資産損失の違い 

年間予算、上から４,6,5-10,8千万ユーロ、4、6千万ユーロでは発散、一番下の黒線は年間財

政必要量のレベル 

 

 

 

図 9：橋梁維持管理の年間必要費用(青線)及び財政出動の増加のシナリオ(紫線)。縦軸の単位

は 100万ユーロ  

 

現在の年間予算である 5千万ユーロは、おおざっぱに以下のように使われる。 

 リノベーション 3千 5百万ユーロ 

 維持管理補修 千万ユーロ 

 点検及び補修作業 5百万ユーロ 

 

橋梁登録システムには橋梁の基本的データが記録される。その内容は、橋梁基本情報、耐荷

力、状態及び損傷データ、サンプル解析結果、補修実施及び補修計画に関する情報。特に、状
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態及び損傷データは、均一で同質な品質が求められる 

点検データの品質確保のため、フィンランド道路局は、毎年、橋梁の一般点検を行う点検員

の点検能力調査を行う。この能力測定データも、卒業前訓練に含まれる。 

 

年間の予算実施対象量はおおよそ以下の割合である。 

 150橋のリノベーション 

 400橋の維持補修 

 30橋の拡大点検 

 150橋の特別点検と補修 

 2700橋の一般点検 

 

90年代の長大橋梁のオーバーホールが始まるため、2025年までは、補正量と予算措置が増

加し続けると予想される。 

 

 

 

 

5. 参照橋梁について 3)4 

参照橋梁観察ネットワークは 1991年に構築された。参照橋梁は全国各地に設定され、詳細に

追跡調査を行っている。 

観察ネットワークの目的は、 

  橋梁の追跡 

  水和性構造材料及びその構成要素の使用に関する正確なデータ取得 

  橋梁変状に影響を与える要因の解明 

  点検方法の向上 

参照橋梁は、材料、構造種別、建設年により選択され、国全体に分散して設定されている。

観察ネットワークには 142橋梁があり、115橋が供用中である。各地区に、10-25橋ずつ設置さ

れている。 

 

参照橋梁は、5年ごとに点検されるため、年間の点検数はおよそ 25橋である。点検は、同一

の点検者により実施され、結果の比較が可能で、追跡調査の信頼性が高いことが重要な点であ

る。 

毎年の点検報告は、構造物の状態の評価として提供される。また、点検データは、データベ

ースに記録される。それに加え、詳細な実験室レベルの調査のためのサンプル取得が行われる。 

参照橋梁の点検は 1991年時点では実験的な導入であったが、1994年からは 5 年ごとの点検

実施として行われている。2009年には、点検開始から 4順目の点検が開始され、2013年までに

終了した。 

 

1998年には、上記の実験室及び現場での研究結果の統計解析が実施され、その報告が、VTT

技術レポート RTE30516/98 として出されている。調査は、コンクリートの圧縮強度、透水性、

密実度、中性化、厚さについて正確に実施されている。 

5.1 参照橋梁の報告書について 4) 

南フィンランドの参照橋梁の報告書 4)が 2015 年に出されている。作業内容については以下

の通りである。 
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 作業内容 

参照橋梁の拡大一般点検は、FTA規則 3173/068/2013, 26.6.2015に基づき実施されている。 

本点検は、2015年 10月 5日から 9日にかけて実施された。 

点検は以下の者により実施された。 

- Ins. Tuomo Koskela, Ramboll Finland Oy, Chief Inspector. 主任点検員 

- Ins. Jonne Laakkonen, Ramboll Finland Oy, assists tasks 補助点検員 

Tiekivi Oy and Nosto / Asennus Passila were equipped with a truck with a lift, and Tiekivi Oy was 

responsible for the traffic arrangements. 

Tiekivi Oyが昇降機付のトラックおよび交通規制を担当。 

今回の点検では、塩素イオン濃度試験と、コンクリート表面の引張強度及び中性化深さの測

定に焦点をあてている。以下のサンプルが試験のために採取された。 

－ 橋梁サイトでの引張強度 

－ 中性化深さの測定 

－ 現場圧縮強度測定 

－ コンクリートの塩素イオン濃度の調査 107か所 

鋼構造では、塗装厚さの測定。木製橋梁では、マニュアルに沿った解析実施。 

 

本点検の目的は、橋梁の支持挙動に関する更なる情報を得ること、構造物の状態の評価を行

うこと、測定の緊急性の提案を行うことである。 

将来的には、過去に行われた研究や点検データの要約を行い、拡大一般点検の内容とターゲ

ットを明らかにすることが必要である。 

 

DIの橋梁専門家である、FTAのMarja-Kaarina Söderqvistが、1990年に、橋梁建設年、及び

橋梁種別により参照橋梁をランダムに選択した。 

一般点検の様式は、橋梁ごとに埋められる。その情報は後日、橋梁登録データベーに管理者

により入力される。 

 

 一般的発見事項 

以下の一般的な観察事項が、点検の中で確認された。 

－ 試験ポイントのコンクリート圧縮強度はおおむね良好であった。 

－ アルカリ骨材反応による潜在的損傷の疑いの一つがあった。 

－ 鉄道の運用による損傷は、点検マニュアルの指示変更の結果、将来、焦点が当たると考

えられる。 

－ 端桁や交差橋梁の中間支持材のふくらみ/塗装には、損失部/更新部がみられる。これらの

構造物の高い塩素イオン濃度から、逆に、防護が必須であるあるいは、その方が経済的である

ことは明らかである。 

－ 伸縮装置の接続部の損傷は、この範囲で、主に重交通のために顕著である。 

－ 橋梁補修計画は、特別点検(損傷の大きさの決定)を実施し、補修作業の主要部の検討、補

修方法の検討を引き続き行う、多段階の事業である。 

－ 中規模及び大規模な橋梁は、点検、維持管理、補修のための装備が必要である。その中

でも最も重要なのは、点検ゲート、アクセス穴、階段若しくは梯子(梯子は固定式であるか、梯

子を設置するためのフックがある) 

－ 海浜部の近くでは、0℃付近の気象条件で、滑り止めの実施が必要。 
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－ 粉状の乾燥粒子が塗装に損傷を与え、防水の効果を減少させてい。 

－ 維持作業では、桁や橋梁柱頭の建築限界に配慮する必要がある。また、点検前に確認が

必要である。 

 

 橋梁の長期の発見事項 

橋梁に関する特徴事項は、基本報告から得ることができる。 

橋梁技術者は、次のラウンドの準備を容易にするため、それぞれの橋梁に関する対応と計画

に関し毎年報告を行う。 

点検チェックの原則は、ELY センターが実施する一般点検に代る点検である。特別点検は、

ELYセンターにより実施される。これらは、交通管制ユニットとの調整が行われる。 

Toll の交差橋梁は、以前の個所に新設された。Karisjärvi の橋は、カルバートとして新設さ

れ、Hertsbyの橋梁は、私道の橋として残された。1999年の点検の後、Vappula交差橋(U-1111)

は、同様な Lofkullaの交差トンネルとなった。 

Martinlaaks交差橋及び Langbacken交差橋は、複数の新しいナンバーがふられ、o (right) 及

び v (left) の標識は、 S, N, W or Eに変更された。交差橋梁の数は、現在、U- 2027 N および 

Veckjärvi Bridge U-1602 Nである。新しい I 及び II (U-5158 and U-5159)は、短径間の橋梁から、

二連のパイプカルバートに変更された。 

 

 

 

参考とした資料 

1） Siltojen ylläpito  (Maintenance of bridges), 2009 

2） Sillantarkastuskäsikirja (Bridge Inspection Manual) 2013 

3)  Taitorakenteiden tarkastusohje (Guidance for checking the wing structures) 2013 

4)  Tarkkailusillat Uudenmaan ELY - keskuksen alueella, 2015  

(Observation bridges in the Uusimaa ELY Center, 2015) 

5)  Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat 

       (Bridge expanded general inspection  Part 1: Steel bridges) 2010 

6)  Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset   

(Quality requirements for general inspections of bridges) 2014 

7)  Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimukset 

  (Quality requirements for special inspections of bridges) 2010 
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第３章 スウェーデントンネル施設技術調査 

３．１ スウェーデンの概要 

（１）スウェーデン事情 

スカンディナビア半島の東側に位置するスウェーデンは、南北に細長い国であり、国土の約

7 分の 1 が北極圏内にある。国土の大半は森林地帯であり、主に中部以北に広がる。南部は肥

沃な平野である。国土の大部分は冷帯に属するが、南部は北大西洋海流の影響を受け、温帯で

あり、高緯度にもかかわらず比較的温暖である。冬季はシベリア大陸の気候に支配され、寒さ

が厳しい。高緯度にあるため、夏期は昼が長く、冬は夜が長い。 

スウェーデンの総人口は約 960万人（2013年）で、その約 90％は国土の南半分に住んでい

る。また、総人口の約 40％は 3 つの大都市圏に住んでいる（ストックホルム都市圏約 210 万

人、ヨーテボリ都市圏約 100万人、マルメ都市圏約 70万人）。 

第二次世界大戦後、スウェーデンの人口は急速に増え、2011 年現在、総人口のうち約 20％

は、海外で生まれた、または、少なくとも両親のうちの一人が外国人、という移民で占められ

ている。 

スウェーデンは 1995年に EUに加盟したが、共通通貨ユーロは採用しておらず、SEK（スウ

ェーデンクローネ）である。（参照：国土交通省国土政策局）。 

 

 

 

 図 3.1.1 スウェーデンの国勢概要と地図 

国名 スウェーデン王国 Kingdom of Sweden 

国土面積 約 45 万 km （日本の約 1.2 倍） 

人口 
約 988 万人（2016 年 3 月：スウェーデ

ン統計庁） 

人口密度 22 人／km  

都市人口比率 85.8％（2015 年） 

GDP 4,926 億ドル（2015 年：IMF） 

一人当たり

GDP 
49,866 ドル（2015 年：IMF） 

産業別 

就業人口比率 

第一次産業 1.7％ 

第二次産業 34.2％ 

第三次産業 64％（2016 年推計） 

経済成長率 4.1％（2015 年：IMF） 
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スウェーデンの道路は国が所有する「一般道」(allmän väg)と個人が所有する「その他の道路」 

(övriga vägar) に分けられる。一般道はスウェーデン産業省の外局である道路庁 (Vägverket) 

が管理している。一般道はヨーロッパ道路  (Europavägar) 、国道  (Riksvägar) 、県道 

(Länsvägar) 、その他の一般道 (Övriga allmänna vägar) に分類される。 

 

スウェーデンでの自動車交通は右側通行である。以前は左側通行だったが、1967年 9月 3日

に右側通行に変更され、現在に至っている。近隣国のノルウェー・デンマーク・フィンランド

とは自動車による往来が盛んであり、三国とも右側通行であることが変更の主な理由である。     

交通が右側通行に切り替わったこの日は「ダゲン・H（右側通行の日）」と呼ばれている。「ダ

ゲン」とはスウェーデン語で「～の日」を意味し、「H」とは右側通行を意味する Hogertrafik の

頭文字である。ただし鉄道に関しては、国鉄・私鉄、地下鉄など現在も左側通行である。スト

ックホルム市で運行されている路面電車は、ダゲン・H の実施に伴い一旦廃止され、1991 年、

右側通行の路面電車として復活した。 

 

         図 3.1.2 

一般道は路線によって道路庁が番号を振り、番号によって国道か県道なのかが分かるように

なっている。一般道の内、1-99号線が国道、100-499号線が県道、500-999号線がその他の一

般道となっている。道路標識は、日本の一般道のように、青い地に白い文字で番号が書かれて

いる。ヨーロッパ道路は他の欧州地域にもつながっているので、国連欧州経済委員会によって

番号が振られている。ヨーロッパ道路の道路標識は、日本の高速道路のように、緑の地に白の

文字で番号が振られ、必ずアルファベットの Eが数字の前につけられる。道路番号が書かれた

標識は全て横長の長方形となっている点が日本とは異なる。 

 

スウェーデンの高速道路は、更に高速道路 (motorväg) と自動車専用道路 (motortrafikerad) 
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の二種類に分けられる。スウェーデンの場合、高速道路を他の道路とは別個に建設するのでは

なく、一般道の中から需要に応じて高速道路もしくは自動車専用道路として指定し、その規格

にあった拡幅工事や中央分離帯の設置等を行う。工事費用は毎年政府予算に組み込まれている

（＝税金として徴収されている）ため、日本のように高速道路を利用する都度、利用者が別料

金を徴収されることはない。制限速度はそれぞれ、高速道路が時速 110 キロ・郊外が 70 キロ

（指定があれば 90キロも認められる）・市街地 50キロである。 

 

ラウンドアバウトが各所に設置されており、イギリスの交通事情との共通点の一つとされる。

ラウンドアバウト内は右側通行のため反時計回り、ラウンドアバウト内を走行している自動車

が優先等、日本人には馴染みの薄い規則が多く、日本人がスウェーデン国内を運転する際は注

意が必要である。冬は南部でも必ず積雪があるという気候条件のため、スウェーデンを走行し

ている大多数の自動車はMT車（マニュアル車）であり、AT車（オートマ車）は少数派である。 

 
           図 3.1.3 

 

図 3.1.4 
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図 3.1.5 スウェーデン市街道路網図 

 

大都市における道路渋滞の緩和と環境改善の観点から、今、世界各地で道路課金制度（ロー

ド・プライシング）が導入されています。著名なものにイギリス・ロンドンの渋滞税（コンジ

ェスチョン・チャージ）がありますが、スウェーデンの首都ストックホルムでも、都心流入車

に対する課税制度が導入されました。 

この制度は、都心に入る主要道路に自動車登録番号の自動認識装置（betalstation）を設置。

ここを通過すると、機械がナンバーを読み取り、後で通行税の支払いを求められるという仕組

みで、2006 年前半の７ヶ月間の試験期間を経て、2007 年８月１日から本格運用が開始されま

した。税額は１回 10～20スウェーデン・クローナ（ＳＥＫ）（1.1～2.2ユーロ。邦貨で約 170

円～340円）（午前６時半～午後６時半）で、但し１日１両あたり最大 60クローナを越えない

ことになっています。最大額 20クローナが課金されるのは朝の午前７時 30 分～８時 29 分と

夕方の午後４時～５時 29 分までで、その前後は 15 クローナ、日中（午前９時～午後３時 29

分）は 10クローナで、逆に深夜・早朝、土曜・日曜・休日、毎年７月は無料。 

対象地域はストックホルム都心部（図 3.1.5）で、ストッホルムはそもそも島と半島で構成さ

れているため課金区域を明確に区分しやすくなっています。但し、リディンゲ（Lidingo）島（地

図の北東部分にある島で、国道 277号線で結ばれている場所）は、対象地域を通らなければ他

の地域に出られないため、リディンゲ島を通る車両に限っては、30分以内に他の自動認識装置

を通過すれば、課金されないこととなっています。また、都心部を南北に縦貫する高速道路Ｅ

４号線（Essingeleden高速道路）も、バイパス機能を果たしているため対象地域から除外され

ています（もっとも、高速道路の出口には自動認識装置が設置されている他、場所によっては

２ヶ所の装置を通過しなければならず、倍額を払う必要がでてくるところもある）。 
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図 3.1.6 ストックホルム地下鉄路線図 

ストックホルムの地下鉄は、全長 105.7kmの 3路線で、ちょうど 100の駅がある。ストック

ホルム中心部から郊外の住宅地とを結んでおり、あるいは都心内部の移動手段としても利用され

ている。交通局の統計によると、年間の利用者数は 2億 9700万人（2006年）に上る。 

「世界一長い美術館」と称されるストックホルムの地下鉄駅。市内にある 100の駅のう

ち、90以上もの駅でさまざまな芸術家による作品を見ることができる。 

     
図 3.1.7 ストックホルム市庁舎（左）と近隣に設置されているレンタサイクル（右） 

また、ストックホルム市内では、レンタルサイクルのサービスも行われていた。（写真 2） 

 

（２）調査の概要 
 

訪問先機関はスウェーデン交通庁（Swedish Transport Administration(以下：STA)）のストック

ホルム地域事務所及びスウェーデン研究所（Research Institutes of Sweden(以下：RISE)）であ

る。本調査では 2017年 9月 10日から 15日までの間、スウェーデンの首都ストックホルムに

ある事務所を訪問し、STAストックホルム地域事務所を訪問し現在建設中のストックホルムバイ
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パスの換気及び防災設備の計画を調査した。またストックホルムより約 400ｋｍ離れたボラスに

ある RISEにおいてトンネル火災に関する試験研究について意見交換を実施した。 

表 3.1.1  調査概要 

訪問先機関 1) スウェーデン交通庁ストックホルム地域事務所 
Swedish Transport Administration(STA) , Stockholm Region Office 
http://www.trafikverket.se/en/startpage/ 
2) スウェーデン研究所 
Research Institutes of Sweden(RISE) 
http://www.sp.se/en/about/find/Sidor/default.aspx 

訪問先住所 
1) Solna strandväg 98, Solna 
2) Brinellgatan 4, Borås 

訪問先窓口 

1) Lars Elertson  
Control and Monitoring Systems  
Major Projects 
Office +46 70 587 6734 
lars.elertson@trafikverket.se 
2) Haukur Ingason 
Fire Research Group Manager 
RISE Safety and Transport 
Office +46 10 516 5197 
haukur.ingason@ri.se 

訪問先概要 

1)STA はスウェーデンの交通システムの長期計画、および道路・鉄道の
建設・維持・管理を所掌している機関である。STAでは国を６つの地域に
分け、それぞれの地域に地域事務所を置いており、ストックホルム地域事

務所はそのうちのひとつである。現在 STA ではストックホルムを南北に
繋ぐ全長 21kmの E4ストックホルム・バイパスを建設中であり、このう
ちの 18kmはトンネルである。 
2)RISE はスウェーデンの研究機関である。旧 RISE, SP, Innventia, 

Swedish ICTという４つの機関が 2017年に研究強化のため統合し、呼称
も RISEに統一されている。旧 SPの本社、研究所はストックホルムから
約 400km 離れたボラスにあり、トンネル火災研究所もボラスに位置して
いる。 

主な調査項目 
・スウェーデンのトンネル換気及び防災設備の計画 
・現場視察：E4ストックホルム・バイパス 
・トンネル火災の試験研究 

地 図 

 

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ 

ﾎﾞﾗｽ 

ﾏﾙﾒｰ 

ｲｴﾃﾎﾞﾘ 

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ 
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表 3.1.2 調査参加者 

氏 名 所属・役職 

1 川端 信義 

金沢大学  

理工研究域機械工学系  

教授  

2 田中 明彦 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング  

施設技術部  

部長、執行役員  

3 紺野 義仁 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画本部 企画部  

上席専門役  

4 戸枝 邦夫 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 

施設調査設計部 施設設計課   

課長代理  

5 成島 裕一 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 

千葉道路事務所 千葉外環事業所 千葉（工）施設施工管理課 

施工管理員  

6 市川 敦史 

東日本高速道路株式会社  

管理事業本部 施設部 施設計画課  

施設計画課長  

7 東 孝幸 

東日本高速道路株式会社  

管理事業本部 施設部 施設課  

係長  

8 豊田 誠 

公益財団法人高速道路調査会  

研究部   

副主幹  

表 3.1.3 調査行程 

月日（曜日） 調 査 行 程 

9月 9日（土） 出国（フランクフルト経由ストックホルム着） 

9月 10日（日） ストックホルム市内高速道路等視察 

9月 11日（月） STAストックホルム地域事務所訪問・協議 

9月 12日（火） 移動（ストックホルム⇒ボラス） 

9月 13日（水） RISE訪問・協議及び移動（ボラス⇒イエテボリ） 

9月 14日（木） 高速道路視察 

9月 15日（金） 移動（イエテボリ⇒マルメ経由⇒コペンハーゲン） 

9月 16日（土） 帰国 

※川端教授、市川氏、東氏は 13日まで 
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3.2 スウェーデン道路交通概要他 

（１） STA、RISE 

1）STA（Swedish Transport Administration） 

STA は別名 Trafikverket と称されスウェーデンの道路局、鉄道局、海事局を 2010 年に統合した

政府機関であり国有のすべての道路や鉄道を所有、建設、運営、維持し、多数のフェリーサービ

スを運営している。2010 年 4 月 1日に操業を開始したスウェーデンの政府管理機関であり、

Borl nge（ボルレンゲ）に本社を置き他 6か所に地域事務所がある。 

旧道路局（Vgverket）は国内 98,300km の道路管理を行っており、道路保守は道路保守当局によ

って 7つの地域に分けて行われていた。2009 年 9月 3 日、政府は鉄道局、道路局、海事局の一

部の合併について決定した。新権限 Trafikverket は 2010 年 4 月 1 日に操業を開始し、道路局鉄

道局は廃止された。 

旧鉄道局（Banverket）は 1988 年から 2010 年にかけてスウェーデンの国道整備施設を管理し、

国内すべての鉄道の管理、運営を行っていた。本部は Borl nge にあり、他 5か所に地域事務所

があった。 

海事局（Sj fartsverket）は航路を安全に保つため海上のメンテナンス、砕氷、航路図、海上調

査および救助を行っている。 

 

2）RISE  

RISE はスウェーデン政府が完全所有する国立研究所である。旧 RISE, SP, Innventia, Swedish 

ICT という４つの機関が 2017 年に研究強化のため統合し、呼称は RISE に統一された。  約

2200 人が働いており森林関係、環境資源、交通、化学など幅広い分野の研究を行っている組織

である。また ISTSS 国際会議(トンネル安全に関する国際シンポジウム)の責任機関でもある。 

RISE は政府研究機関だが、予算的には独立しており取引高は約 340 億円で、約 60％が一般企

業、20％が政府からの業務となっている。また、政府基金による研究もあり、欧州連合として国

内だけでなく他の国とも研究を行っている。他の大学や企業と同じで多くの博士や技術者、技能

者から非常に広い範囲の人で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1 RISE            図 3.2.2 トンネル火災実験 

 

2）-1 Fire safety & Transport 部門 

世界的レベルの火災、高電圧、の研究施設を有しており、世界で初めて本格的な道路安全のため

の試験環境を備えた AstaZero を所有している。研究所の一部としてノルウェーのトロンドハイ

ムにも火災研究所がある。 

研究所ではトンネル、貯蔵庫、バス火災やトンネル覆工、建築材料など様々な燃焼試験を行って

おり、特に自動車に関しては爆発の恐れがあるすべての部品の燃焼試験を行っている。燃焼実験

は小規模なものから大規模なものまで年間約 150 回行われ、消火機器や検知器、材料など分野別

に試験を行っている。 
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2009 年にトンネル火災に関する基金ができ国際的な活動を始め、2009 から 2017 までのプラット

フォーム形成が可能となっている。2017 以降は、自らの資金運営を行わなければならなかった

が軍関係のプロジェクトのプロジェクトがあり、2021 年まで資金を得られることとなった。 

 

2）-2 AstaZero 

ASTA アクティブセーフティテストエリアとゼロ（Zero）の組み合わせで、交通事故の死傷者ゼ

ロを目標とし、様々な交通環境や交通状況を想定したシステムとその機能をテストすることがで

きるテストコースであり RISE 研究所とチャルマース工科大学が所有する施設。 

道路安全のために作られた世界初のフルスケール試験環境で、将来の道路安全システムの研究、

開発、認証が可能となっており、世界各地の自動車メーカー、大学の国際的な場として機能して

いる。 

 

2）-3 トンネルおよび地下安全センター（TUSC） 

RISE、SKB、Trafikverket、FORTV が出資している実験施設。 

地下構造の研究施設で火災、リスク、安全の分野に特化した施設であり、国内外の企業や大学と

将来のトンネルや地下空間の安全性向上を目指している。 

 

（２） E4 ストックホルムバイパス 

1）概要 

E4 ストックホルムバイパスは市内の南北を結ぶ幹線道路であり、全長 21ｋｍのうち 18ｋｍをト

ンネル構造とするバイパスであり、約 10 年の建設期間を見込んでいる。 

今日、ストックホルムの人口は増加しており、2030 年までに人口は現在の 200 万人から約 250

万人に増加すると予想されている。既存の国道は渋滞税を導入するなど対策を行っているが、人

口の増加とともに渋滞も増加傾向となっている。E4 ストックホルムバイパスは都市内の幹線道

路の渋滞を軽減するため、ストックホルム郡南部のキングカーブ（Kungens Kurva）と北部のベ

ッグビーク（H ggvik）を結ぶ新しいルートであり既存の E4と接続される。スウェーデン運輸局

は、2035 年までに 1日当たり 14 万台の交通量を見込んでいる。 

ルート上にあるローベン島（Lov n）は、スウェーデンのメーラレン湖に浮かぶ島の一つであ

り、この島には 1991 年にユネスコの世界遺産に登録されたドロットニングホルム宮殿があるた

め環境保護としてバイパスのほとんどをトンネル構造としており、その長さはバイパスの中で最

も長く 16.5km となっている。トンネルの最も深いところは、メーラレン湖の表面から 60m 下を

通る。トンネルは岩石地域であり、約 1900 万トンもの岩石が排出される。これらを効率的かつ

環境に適した方法で輸送するために、コンベヤの使用や、一時的に仮橋を建設するなどして処分

している。 

 

 

図 3.2.3 トンネル縦断図 
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2）技術情報 

  

・上下線分離片側３車線          ・交通量 14 万台/日 

・規制速度 80-100ｋｍ/ｈ        ・総工費 28 億 SEK（2009 年時） 

・所要時間 約 15分 

 

 

３）沿革 

2009-2013 

・政府がストックホルムバ 

イパスを建設することを決定 

・土地習得計画を協議、採択 

されるが訴訟問題となる。 

・設計書プロジェクト開始 

2014 

・建設開始式典が行われる 

・プロジェクトの予算見直し 

の為、新政府によって建設 

作業が一時中止される。 

2015 

・政府から予算が下り建設作 

業が再開される。 

2016 

・トンネル工事が始まる。 

・キングカーブ 

（Kungens kurva）、 

アカッラ（Akalla）、 

ベッグビーク（H ggvik） 

でインターチェンジの建設 

作業が始まる。 

2017 

・ローベン（Lov ）、 

ヴィンスタ（Vinsta）、 

ユールスタ（HJulsta）の 

インターチェンジと残り 

のトンネル工事が始まる。 

2018-2022 

・全線工事となる。 

2022-2025 

・換気、交通管理システムなど          図 3.2.4 バイパス概要図   

施設工事が始まる 

2025-2026 

・試験調整、開通予定 
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３．３ スウェーデンのトンネル設備基準及び点検概要 

(1) トンネル設備の基準 

(a)  設計基準 

トンネル施設の設計基準は以下の２つの文書（節末添付）によって定められてい

る。 

 

「Krav Tunnelbyggande TDOK 2016:0231 Version 1.0 2016-10-03」(トンネル設計要領) 

「R d Tunnelbyggande TDOK 2016:0232 Version 1.0 2016-10-03」(トンネル建設手引) 

     

 以下にトンネル施設の設置基準を示す。 

 

(b) トンネル非常用設備設置基準 

スウェーデンではトンネルを年平均日交通量（台/日）とトンネル延長（ｍ）によ

り「TC、TB、TA」の３つの等級に区分し、「Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar m.m.; (konsoliderad elektronisk 

utgåva)〔輸送機関の規制および安全トンネルに関する一般ガイドライン（輸送機

関）〕※参考資料参照」と併せて、非常用施設等の設置について規定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級 TC TB TA 

設置施設 

･機能運営のモニタリング ･TC に加え以下の施設 

･遮断機能 

･火災検知システム 

･避難警報 

･可変車線標識 

･安全と交通事象に対するカ 

メラモニタリング及び警報 

･TB に加え以下の施設 

･交通制御システム 

･交通情報システム 

･交通管理システム 

･モニタリング機能 

･防火機能の向上 

            図 3.3.1  

トンネル延長(m) 

日平均交通量(台/日) 
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「Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i 

vägtunnlar m.m.; (konsoliderad elektronisk utgåva) TSFS2015:27」における、

トンネル施設の設置について基準を示す。 

 

 換気設備（§14、15） 

延長 1,000m 以上、日交通量 4,000 台/日以上のトンネルは換気設備を設けること

とする。 

 消火栓（§35） 

延長 500m 以上のトンネルに設置するものとする。 

 消火器（§26） 

延長 500m 以上のトンネルは消火器・非常電話を設けることとし、最大 150m 間隔

配置される。 

 避 難（§23） 

延長 500m を超えるトンネルにおいて、避難通路、非常口を設けることとする。 

 非常電話（§26） 

延長 500m 以上のトンネルは消火器・非常電話を設けることとし、最大 150m 間隔

配置される。 

 照 明（§33、34） 

道路照明は停電時照明を設置すること。また、避難灯を設置すること。 

 排水設備（§21） 

引火性、有毒性のある液体をトンネル内に広がらないようにするために、排水設

備を設置しなければならない。 

 道路標識等（§37、38） 

トンネル閉鎖の際に迂回ルートを通知する標識を設置すること。 

非常口には表示灯を設置すること。 

 監視システム（§39、41） 

延長 3,000m を超え、日交通量 4,000 台/日以上のトンネルは交通管理センターに

て監視を行うこととする。交通管理センターにて監視するトンネルはテレビ監視シ

ステム及び事故の自動検出システムを設置するものとし、拡声放送設備を設置する

ものとする。 

 火災検知システム（§42） 

500m 以上のトンネルにおいて、交通管理センターで監視は無く、消火システムと

換気制御が連動していない場合は火災検知システムを設置することとする。 

 信号機（§45） 

延長 3,000m を超え、交通量 4,000 台/日以上のトンネルにおいて 1000m 間隔に信

号機を設置するものとする。 
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 無線設備（§47） 

500m 以上のトンネルに、救助活動が行えるように無線設備を設置することとす

る。 

 ラジオ再放送設備（§48） 

500m 以上のトンネルに、公共ラジオ放送する。交通管理センターで監視されるト

ンネルにおいては、割込み放送が行えることとする。 

 予備電源（§49） 

    避難が完了するまで避難設備を稼働させるための予備の電源を供給する。 

 

(2) トンネル非常用設備の計画 

(a) 消火設備の設置計画 

 消火器 

消火器は最低 6kg の ABC 粉末消火器またはそれに相当するものをトンネル

壁、面、非常口扉内に設置するものとする。 

 消火栓 

消火栓は坑口およびトンネル内にせっちするものとし、トンネル内は 250m

を超えないように配置する。 

 トンネルには固定式消火システム(FFFS) 

リスク分析により、高速道路利用者の安全性が明らかに高くなることが推測

される場合、または耐火性が前提条件のトンネルには固定式消火システム

(FFFS)が設置される。FFFS は、カスタマイズされたスプリンクラーシステムで

あり、以下の目的のために設置される。 

･大規模な火災で避難を有効にする 

･火災縮小 

･車両間の火災予防 

･トンネルや設備に大きな損傷を与えない 

･消防隊を支援する 

また、50 75 m 区画で設置され、放水量は 6000 9000 l / min である。 

 

(b) 火災検知器設備の設置計画 

 CCTV設備 

異常事態の最初の兆候である、車両停止を検出するため、CCTV 設備を設置し、交

通管制のオペレータに警告する。 

交通管制にて CCTV により監視し、火災、トンネル閉鎖時にどの FFFS ゾーンを起

動すべきかを指定する。 
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 火災検知器設備 

火災検知は 2つのシステムがあり、予備警報を発するための煙検知器と火災警報

を発する温度検知ケーブルがある。これら警報はオペレータにイベントと映像を提

供する。オペレータは火災または事故の際の行動プランを開始し、火災が極端でト

ンネル内温度が 80℃を超える場合、当該箇所の FFFS が作動する。また、NO / NO2

計、CO 計および VI計にて得られた値で火災発生を示すことがある。 

なお、煙検知器はトンネル内に塵が舞うとき、冬の終わりに誤検知する場合があ

る。これらは、センサーの感度を緩くする、検知時間の遅延設定を行うことで解決

している。また、温度検知ケーブルはトンネル清掃時警報を停止する必要がある。 

 

(3) トンネル換気設備の計画 

(a) 換気制御方式 

 400m未満のトンネルは自然換気とし、必要な場合は交通量、内部条件、危険の程

度により判断する。 

 一方通行トンネルや狭く渋滞の発生するトンネルは横流換気や、半横流換気を選

択することとする。縦流換気を選択する場合は、リスク分析を行う必要がある。 

 縦流換気を用いる場合はトンネル内風速を火災の上流側の煙遡上を防止するために

100MWまでの火災において 3m/sの風速とする。 

 トンネル換気制御センサー 

1)トンネル内の空気の品質を保証するために NO/NO2 計、CO 計および VI 計

を用いて制御を行う。 

2)煙検知センサーを設置し、煙の検知、火災時の排煙制御を行う。 

3)三次元風速センサー（トンネル断面を横切る超音波タイプの風速計）を設

置し、火災時のトンル内風速制御、通常時のトンネル内風速制御、集中排

気の制御を行う。 

 隣接する２本のトンネルにおいて互いに安全空間としている場合、火災が発災した際は

発生したガスを反対側のトンネルに侵入するのを防ぐ対策を講じる。 

 横流換気、半横流換気方式を採用したトンネルは火災時に火災箇所の排煙制御を行える

ようにする。 

 横流換気、半横流換気方式を採用したトンネルは火災時に火災箇所の排煙制御を行える

ようにする。 

 延長 3,000m 以上、日交通量 4,000 台/日以上のトンネルはトンネル内の風速を監視し、

換気制御システム用い制御を行うこととする。横流換気、半横流換気の場合は排気ガスをダ

ンパ制御することとする。 
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(b) トンネル外への環境対策としての換気設備 

スウェーデンにおいては坑外環境対策として、電気集じん機や脱硝装置は設置し

ていない。 

(4) 避難計画  

(a) トンネル内火災発生時における避難計画 

避難、救助の時間は少なくとも 60分でなければならない。 

500m 以上のトンネルでは発災事に道路利用者自身がトンネルから出られるよ

うに避難路を設けなければならない。 

 

(b) 非常口 

避難は避難誘導路または閉鎖した交通を流出させたランプトンネルにて行う。 

      非常口間隔が 200m を超える場合、避難に必要な時間を検討する必要がある。 

      

     放  熱：最大放射強度 2.5kw/㎡ 

       空気温度：最高 80℃ 

       地上 2.0mの有毒ガス：O2 15%以上、CO2 5%未満、CO0.2%未満 

       可視性 ：10mの可視 

       避難開始までの時間を少なくとも 2分考慮する。 

(c) 避難通路 

① 避難通路の出入口の幅は 0.8m以上とする。 

② 避難通路幅は 0.9m以上とする。 

③ 避難通路は勾配 8%以上の場合は避難を促進するための補足的な措置を講

ずるものとすること。 

 

(d) 避難計画における避難誘導方法 

E4 ストックホルムバイパスにおける事例を以下に示す。 

 道路利用者が安全に避難を行えるように道路建設は次のように設計する。 

 避難口は、本線トンネルで 100 メートル、ランプトンネルで 150 メートル間隔

とする。 

 避難経路には、少なくとも救助室、待機所、消火器が設けられる。 

 避難は閉鎖され交通流出したトンネルで行う。 

 火災時換気は避難状況に応じ適切に行う。 

 トンネル情報板は、車両のスペースと位置を考慮し、避難のための具体的指示

を提供することとする。 

 公共ラジオ放送を中断し、避難放送を行う。 

 車道からの避難において非常口や坑口をフラッシュライトやサウンドスピーカ
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ーの強調を行う。 

 フラッシュライトとサウンドスピーカーを含む交通エリアからのエスケープル

ートでのドアとポータルの強化された照明。 

 長い避難通路は色やデザインで強調する。 

 避難経路に沿って非常用照明を設置。 

 避難経路までの距離を示した標識の設置。 

 救助室のスピーカー設置。 

 

 トンネルで火災が発生した場合、多くの安全推進システムが稼動する。 

 

･道路障壁 

･可変メッセージ・サイン（VDS） 

･トンネル情報サイン（TIS） 

･トンネル入口標識（TES） 

･トンネル照明 

･緊急避難灯 

･避難通路照明 

･サウンドスピーカー 

･ラジオ配信（ラジオ放送入力） 

･放送設備（レスキュールームのスピーカー） 

･電気設備室およびサブステーションの避難警報 

･トンネル換気(排煙) 

･固定式消防システム(FFFS) 

 

火災時にトンネル内のどこで安全推進システムを稼働すべきかゾーン区分され

ている。 

 

ゾーン 1：下流の事故現場からファンステーション/コンセントへ 

ゾーン 2：流出/流出への上流事故 

ゾーン 3：上流障壁（交通転換） 

ゾーン 4：反対側のトンネルチューブ（安全な場所） 

ゾーン 5：拡張ゾーン 1 
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(5) トンネル設備点検 

トンネル設備点検について、ＳＴＡにヒアリングした内容について以下に述べる。 

(a) トンネル設備の点検基準 

STA はトンネル管理のための文書があり、トンネルタイプと構造別にテクニカル

データの文書化とトンネル検査の章がある。主な検査は 6 年ごとに行うこととして

いる。また、メンテナンスによるトンネル閉鎖の時、レポートに応じて点検を行う。 

 

(b)  トンネル施設の点検手法 

 トンネル施設の点検員の資格 

コントロールシステムには、工程・予算管理を行うため、プロジェクトマネージ

ャが必要である。プロジェクトマネージャは PLC / SCADA または DCS 用の専門エン

ジニア/管理者であり、設備に応じて、設置された制御システムについてシーメンス

（Siemens）または ABB の資格を取得している必要がある。 

 

・センサー等は manufactors 社のサービス部門と契約している。火災警報装置

等は標準的な教育を受ける必要がある。 

・機器等の運用、保守については業者と契約を結ぶ。 

 

複合施設内に入るためには証明書が必要となる。SCADA システムに関する電気お

よび適切な資格の取扱いに関して、適切な教育を受ける必要がある（ 上・下水道、

排水システム、浸透プラントなどで経験を積む）。 

 

 トンネル施設の点検に関する課題 

・コントロールシステムの場合、マルウェア対策のためのバージョンアップを

行う必要がある。システムのアップグレードには多くの時間を費やさなけ

ればならない。 

・煙検知センサの場合、湿気に問題があり、誤検知することから、湿気を除去

する必要がある。  

・古いトンネルにおいては、設備の予備品が少なくなえること、非常に特殊な

技術的解決が必要となることで、機器の再製造等が高コストになる。 

 

(c) トンネル内及び海岸付近の地域的環境による設備の腐食対策 

海岸に近い路線やトンネル内における各種施設の腐食対策の文書を有しており、

契約時に腐食対策等の要求を行っている。 

 

 



3-18 

 

(d) トンネル設備点検時における交通規制 

交通量の多いトンネルでは ON・OFF ランプ含み、メンテナンスのために月に 1度

通行止めにする。すべてのメンテナンス作業を行うため、午後 10時から午前 5時ま

で通行止めとしている。 

作業員の確認を行うことも含め、有人で全ての入口坑口を閉鎖する。 

STA は主要道路やウェブサイトの交通標識に通行止め情報を提供する。 

 

(6) 交通規制方法  

(a) トンネル内火災発生時の交通運用 

延長 500 メートル以上のトンネルは重大な事故や事故が発生した際、トンネルを

遅滞なく閉鎖する。事故や事故の影響を受けていない車両がすぐにトンネルから出

るように、交通を誘導する。 

また、道路利用者へエンジン停止、事故、火災またはその他の危険を通知するた

め道路標識またはその他の装置を設置する。 

緊急時にトンネルを閉じることができるように、すべてのトンネルの前に交通信

号を設置する 

 

(b) 交通運用に係る交通制御の方法 

道路閉鎖装置はトンネル入り口に設置される。交通管制で制御されるが、交通管

制との通信が遮断された場合は自動で制御することができる。また、現地での操作

も可能である。 

 

道路閉鎖装置は電気モーターで動作する。交通管制の操作、自動制御、現地操作

が可能である。本装置は米国標準標準レベル 2 試験（NCHRP350、国家協同高速道路

研究計画報告 350）に準拠するものとする。これは 2000 キロの重い車両を 70km / h

の速度から停止できることとしている。 

 

(7) 管理体制 

   管理体制について、ＳＴＡにヒアリングした内容について以下に述べる。 

(a) 交通管制の体制と計画 

ストックホルムには交通センター（Trafik Stokholm）があり、モーターウェイ・

トンネル・オープンブリッジを 24時間、交通監視や設備運用を行っており、全国交

通システム（NTS）に情報提供する。また、道路機器やトンネルからの監視制御を行

うこととし、CCTV などにより、オペレーターは状況確認を行い、火災や事故などを

確認する。 

複雑な事故の場合、バックアップシステムとして、トンネルコントロールシステ
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ムにて監視制御する。 

トンネルコントロールシステムはより多くの障害情報とシステム情報を収集し、

メンテナンスに役立つツールも多くあり、STA 職員および業者は利用している。 

 

(b) トンネル設備の監視体制と計画 

トンネル設備の監視制御は交通管理センター（Trafik Stockholm）にて行ってお

り、トンネルを運用できるようにローカル監視制御システムが装備している。 

制御システムは、約 20のサブシステムを監視している。 

例えば、CCTV 設備、火災検知設備（煙と熱）、交通システム、電気システム、放

送設備、無線設備、ファイバーネットワーク、消火設備、廃水設備、トンネル換気

設備（火災や環境用）などを監視している。 

 

E4 ストックホルムバイパスにおける事例について以下に示す。 

複雑なトンネル換気設備を有しており、約 250 台のジェットファン、48 台の送排

風機、400 台のセンサーを有しており、異なる動作モードおよび制御機能を処理す

ることとなっている。火災の場所に応じて、換気設備は約 250 の制御を行う。また、

トンネル内での火災や事故において、交通管制との通信障害によるトンネル自動閉

鎖や高速道路利用者を安全に避難させる計画が策定されている。 

すべての FFFS セクション（水噴霧設備）に水圧を確実に供給するために、機械

的に制御・通信を行えるポンプステーションを設けている。 

 

(8) その他 

(a) リスク分析 

トンネル設計において特別な設計、特殊なトンネルの場合はリスク分析を行う。 

(b) 定期的な訓練 

道路安全法（2006：418）の第 12 条により、最低 4年ごとに本格的な防災訓練を

行わなければならない。トンネルでの部分的な訓練や模擬訓練、本格的な防災訓練

が行われない場合は毎年行うものとする。 

(c) 消防到着時間 

スウェーデンの大規模な道路トンネルはすべて都市部にあるので、通常の都市消

防隊が消火を行う。消防隊は火災警報後 10分以内に到着することが可能である。 

すべての避難経路に消防隊のための消火設備が設置されており、消火器は待避所、

救助室、およびトンネル坑口に設置されている。 

 

(d) テロ対策 

トンネル及びトンネル施設に関するテロ対策は講じていない。 
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爆発物、有毒ガス、火災による災害に対する措置で、テロリストの行動に対して

も何らかの保護を与える。 

 

(e) 電気自動車等の対応 

電気自動車や燃料電池車の普及が想定される中で、トンネル及びトンネル施設に

関する対応についてはまだ考えていない。一般的に、電気自動車はガソリン車とは

違って、火災の危険があるとは考えていない。 

実験室のテストでは、車に搭載したバッテリーは約 1MW の火災を発生させる。こ

れは、ガソリン車（約 5MW）と同様の炎サイズで電気自動車が燃えていることを意味

します。 

ただし、燃料電池車は市場にはまだ「グリーン水素」が普及していないため、そ

れほど多くない。 
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TSFS 2015:27 

Transportstyrelsens f reskrifter och allm nna r d om s kerhet i v gtunnlar m.m.; 

(konsoliderad elektronisk utg va) 

 

スウェーデン語交通機関の規制や道路トンネル等の安全性に関する一般的なアドバイス;(統合電子

版) 

2015.5.18 決定 2016:45 変更導入。 

 

1 章 基本規定 

範囲 

1 § この規則には、道路トンネルの安全性に関する規制 (2006:421) と同様、章 3 の道路トンネ

ルの安全性に関する法律 (2006:418) の適用に関する規定、8-10 のセクション道路トンネルの安全

に関する計画および建物の規制 (2011:338) が含まれる。 

2 § この規定は、設計の段階から適用される。 

一般的なアドバイス 

ロードマップや同等の作業の開始時に、設計を開始する。 

 

定義 

3 § 本規則では、次の用語が定義される。 

安全スペース 事故発生トンネルへの誘導を行わなず、トンネル内外の生命を脅かす危

険に対し完全な防護を行い、道路利用者が避難後又は避難の際にシェル

ターとして利用できるスペース。 

交通流 トンネルチューブあたりの年平均日交通量 

 トンネル 車両を通行させることができる陸地または山、あるいは構造で囲まれ

た、長さが少なくとも延長100メートルある道路。構造には、土地開

削、建物、水路が含まれる。 

エスケープ ルート 非常出口や接続道路への扉を含む、安全な場所への避難通路 

 

さらに、以下の規則についても同様な定義を適用する。 

1. 交通法 (1971:948) 

2. 法 (2001:559) 道路交通コード定義 

3. 規制 (2001:650) 道路交通コード定義 

4. 事故時の防護法 (2003:778) 

5. 危険物の輸送法 (2006:263) 

6. 道路トンネルの安全性に関する法律 (2006:418) 

7. 道路トンネルの安全性に関する規制 (2006:421) 

8. 標識令 (2007:90) 

9. 計画と建築法 (2010:900) と 

10 企画・建築規制 (2011:338)。 
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マーキング 

4 § 道路マーキング令 (2007:90) では、トンネル、他の道路及び道路標識、交通標識や他の装置

を含む施設の交通及びマーキングに対する指示を行う。 

 

2 章 一般的な規定 

範囲 

1 § 2～8§§については、500 m 以上のトンネルに適用される。 

 

設計の適用 

2 § トンネルの設計開始にあたって、トンネル所有者は、交通局に通知する。 

 

交通流 

3§ 重量交通の割合が 15％を超える場合、交通流の計算において、年間交通の変動係数を 1.2 倍と

する。 

 

情報提供 

4 § トンネル所有者は、定期的に道路利用者にトンネルの安全に関する情報を提供する必要があ

る。情報は、国際合意に基づくものとする。情報は少なくとも、エンジン停止、渋滞による交通停

滞、事故や火災時の、道路利用者の行動に関するものを含む必要がある。 

一般的なアドバイス 

情報を提供する箇所としては、道路利用者がアクセス可能な、トンネル近傍の休憩施設、道路利用者

が通行するトンネル内とする。 

 

安全マニュアル 

5 § トンネルの供用開始に当たっては、道路安全法（2006：418）の第 6項（2006 年：418）に従

った安全マニュアルが必要となる。 安全マニュアルは、道路安全指示書（2006：421）に記載されて

いる内容に加えて、以下を含む。 

1  同マニュアルの§27 および§28 等に従って実行されるリスク分析のリスト 

2. 周辺エリアの道路安全に関する交通障害や負の影響を低減するためのトンネル閉鎖指示のための

計画、並びに 

3.主要目標と目的、並びに、定期的な訓練、に関する計画 

 

コントロールユニット 

6 § コントロールユニットは、これら規則のすべての安全要求事項が満たされているかチェックす

る。 

一般的なアドバイス 

安全のすべての要件が満たされているかどうかを確認する複数の制御装置が必要となる。 

定期的な訓練 
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7 § 少なくとも 4年ごとに、道路安全法（2006：418）の第 12条に従い、訓練を本格的に実施す

る。 複数のトンネルが互いに近接して配置されている場合、そのうちの 1つでフルスケールの訓練

を行うだけでよい。 フルスケールが行われない年は、トンネルでの部分訓練や模擬訓練を行うもの

とする。 

 

8 § 他の適切な迂回ルートが無い場合、訓練中にトンネルを交通に供することがある。 

 

3章 安全要求事項 

一般事項 

1 § トンネルのセキュリティ対策は、次の要素を考慮した総合的な評価の結果とする。 

 

1. トンネル工事。 

2. 道路設計。 

3. 車両特性。 

4 輸送および交通管理。 

5. 避難条件と支援。 

 

2 § 1§の評価には、次のパラメーターを含むものとする。 

1.トンネル延長。 

2.トンネルパイプ数。 

3.レーン数。 

4.トンネル断面。 

5.垂直および水平方向の線形。 

6.トンネル建設のタイプ。 

7.一方向または双方向かの交通種別。 

8.交通流、日変化を含む。 

9.渋滞状況。 

10.レスキューサービスが動作を開始するまでの時間。 

11.大型トラックの割合。 

12.危険物の輸送の割合と種類。 

13.アクセス道路の設計。 

14.レーンの幅。 

15.車両速度。 

16.地理的および気象的条件。 

 

3 § これらの規則の各項について特別な設計又は特別な前提を有するトンネルは、リスク分析を実

施しなければならない。 これは、リスク削減対策が必要かどうかの判断の出発点になる。 

一般的なアドバイス 
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トンネルは、トンネルがトンネル内またはトンネル近傍で、トンネル内の交通に関するランプまたは

出口を有する場合、特別な設計を考慮する必要がある。 

トンネルが沈埋トンネル又は蓋掛けトンネルである場合、特別な条件を有するとみなされる。 

リスク分析の方法の例は、Boverketの報告書「リスク分析方法、サブプロジェクト2.2、人的安全性

に関する附属書」に記載されている。 

 

チューブ数と車線数 

4 § 延長500メートル以上の二方向トンネルと、15年予測で15,000を超える計算交通量を有するト

ンネルの場合は、複数のトンネルチューブ数を確保するものとする。 交通はトンネルチューブごと

に単一方向とする。 

 

5§ 500メートルを超えるトンネルについては、主レーンのレーン数はトンネルの内外とも同じとす

る。 地理的に可能であれば、トンネルの前での車線数の変更は、最高制限速度で車両が10秒間に移

動した距離で完了しなければならない。 

トンネル出口では、地理的に可能であれば、車両が最高制限速度で10秒間に移動した距離までは、車

線数を減らすことはできない。 

 

6§ トンネル内の右車線の幅が3.5メートル未満で、重量トラック交通が許可されている場合、リス

クアセスメントを実施する。これが、リスク軽減対策が必要かどうかを判断するための出発点にな

る。 

 

トンネル幾何構造 

7§ トンネル設計では、配置、縦方向および横方向の傾斜を考慮する。 トンネルに隣接する道路の

縦方向勾配の推定値は、トンネルのアクセスポイントから少なくとも100メートルの道路範囲を含む

ものとする。 

一般的なアドバイス 

縦断勾配は、トンネルの長手方向100m以内に位置する点の間で計算する。 

 

8§ 地理的に可能であれば、延長500メートルを超えるトンネル内及びトンネル隣接の道路車線は、

勾配5パーセントを超えてはならない。 勾配が3％より大きい場合は、リスク分析を実施する必要が

ある。 これは、リスク軽減対策が必要かどうかの判断の出発点になる。 

 

緊急避難スペース 

9§ 延長1000メートル以上のトンネルで、双方向交通で、4,000以上の交通流を有する場合、緊急避

難スペースを設置するものとする。 これらの間の距離は1000メートルを超えてはならない。 

一般的なアドバイス 

レーン外の幅が3メートル以上の場合、緊急避難箇所の要件を満たすとみなす。避難箇所の面は、歩

道、道路、または他の走行面とすることができる。 
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耐火性 

10§ 火災時のトンネルの浸水や隣接構造の崩壊(張出構造)に対する耐力は、SS-EN 1363-2：1999規

格炭化水素曲線に従った火災影響の試験又は計算により確認を行う。 

火災荷重の持続時間は少なくとも180分とする。 

トンネルに対する、主要な耐久構造が岩でできている場合、耐火性の検証は必要無い。 

 

11§ 火災の場合、トンネルの被覆構造は、避難および救助活動に必要な時間だけ落下することなく

火災の衝撃に耐えなければならない。 これは、テストまたは計算によって検証する必要がある。 

一般的なアドバイス 

避難救助の時間は少なくとも 60 分とする。 

コンクリートのひび割れを避けるための措置は、「2011 年第 16 回 - コンクリートと火災 - 建設構造

物の分割を防止するための勧告」（スウェーデンコンクリート協会）に基づく。 

 

12§ トンネルでは、交通区域と避難経路に含まれる空間との境界の構造部分は、少なくとも火災ク

ラス EI 60 で設計されなければならない。 

 

13§ 交通区域と避難通路の間には 2つ以上の密接に重なった扉を設置し、最低、消防工学クラス EI 

30-C で設計する。 1つのドアだけで避難路と交通スペースを隔てる場合、最低の EI 60-C クラスの扉

で設計するものとする。 （TSFS2016：45） 

 

換気 

14§ 15～19§§は延長1,000メートル以上、交通流4,000以上のトンネルに適用される。 

 

15§ トンネル内には、機械的換気システムがなければならない。 

 

16§ 第一に、双方向通行のトンネル、または渋滞の生じやすいトンネルでは、横流換気または半横

流換気を使用する必要がある。これらのトンネルで、縦通換気を使用する場合は、リスク分析を実施

する必要がある。 この手法はリスク削減対策が必要かどうかを判断するための出発点になる。 

一般的なアドバイス 

縦流換気が使用される場合、トンネル横断面の平均速度は、火災の上流側の煙面を停止させる目的

で、100MW までの火災影響を考慮し、少なくとも 3メートル/秒でなければならない。 

縦流換気使用の場合の安全対策の例は、交通管理、排煙または避難経路の短縮である。 

 

17§ トンネル内の換気システムを設計、建設、運用する場合は、以下の事項を考慮する。 

1.車両から排出される大気汚染物質は、通常の交通量の多い状況で確認するものとする。 

2.事件や事故により交通が停止したときに車両から排出される大気汚染物質を確認する必要がある。 

3.火災ガスはコントロール可能とする必要がある。 

 

18§ 隣接する2つのトンネルチューブが互いに安全な場所である関係のある場合、火災ガスが開口
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部を通して反対側のトンネルチューブに入るのを防ぐ対策を講じなければならない。 

 

19§ 横流換気または半横流換気のあるトンネルでは、排気システムは、火災換気が可能で、火災付

近での排煙を考慮し設計し区間区分を行う必要がある。 

20§ トンネルの長さが3,000メートルを超え、交通流が4,000を超えるトンネルの場合、トンネルの

縦断方向の風速は常時監視される。 換気システムは、制御システムの助けを借りて適正に管理され

る。 

そのようなトンネルで横流換気または半横流換気の場合は、給気と排気を設置する必要がある。排気

を制御できるように緩衝装置を操作できるようにする。 

 

排水 

21§ 危険物輸送法（2006年：311）に基づく規則に従い、対象車両での危険物の輸送が許可されて

いるトンネルでは、排水または他の装置によって可燃性または有毒性物質を排出することができる。

排水システムにより、火災、引火性液体または有毒な液体がトンネルチューブ内またはトンネルチュ

ーブ間に広がらないようにできる。 

 

消火器および補助電話 

22§ 延長 500 メートル以上のトンネルでは、トンネル出口に少なくとも 2 つの消火器とヘルプライ

ンが、トンネル内では最大 150 メートルの間隔で、緊急時用に配置される。 消火器は最低 6kg の粉末

消火器またはそれに相当する最小効率クラス 43A 233B C で、SS-EN 3-7 の要件に適合するものとす

る。 

一般的なアドバイス 

消火器と非常電話機は、トンネル壁の凹部、壁に設置された箱、避難路の扉の内側に設置することが

できます。 

 

避難 

23§ 延長 500 メートル以上のトンネルでは、事故の際に道路利用者自身がトンネルから脱出できる

ように、避難路が設けられる。 避難路は、別ルートのトンネルまたはトンネルチューブ間の横断トン

ネルとして設計される。 

2 つの避難経路間の距離は 500 メートルを超えてはならない。 

 

24§ 延長 500メートルを超えるトンネルで、2つの避難経路間の距離が200メートルを超える場合、

避難に必要な時間は、クリティカルな状態を考えた場合の限界値を決定し、これを超えないものとす

る。 

一般的なアドバイス 

避難のクリティカルな状態を評価するときは、視距、熱放射、温度、有毒ガスを考慮する必要がある。 

次の閾値を適用することができる。 

1.熱放射：最大放射強度 2.5kW / m2。 

2.空気温度：最高 80℃。 
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3.地上 2.0m の有毒ガス：酸素 15 体積％以上、二酸化炭素 5体積％未満、一酸化炭素 0.2体積％未満。 

4.視距：少なくとも 10メートルの視距。 

移動開始までの時間は少なくとも 2分と見積もる。 

25§ 避難者が自力で反対側のトンネルチューブまたはトンネル外に避難することが可能となるよう、

安全スペースを避難ルート中に設置する。 

安全スペースでは、ヘルプホンや携帯電話で緊急電話に電話をかけることができ、情報メッセージの

ためのスピーカーがある。 

 

26§ 避難経路への出口または避難経路中の出口では、少なくとも 0.8 メートルの幅員を確保しなけ

ればならない。 

ドアを通過した後の通路は少なくとも 0.9 メートルの幅員を持たなければならない。 （TSFS2016：45） 

 

27§ 避難経路が8パーセント以上の勾配がある場合は、通常より移動が困難な者の避難を促進する

ために補足的な措置を講じるものとする。 

一般的なアドバイス 

補完的な対策の例は、ハンドレールの設置または階段。 

 

28§ 複数の車線を有するトンネルでは、トンネルチューブの両側に、事故や事故に使用することが

できる避難のための最小0.8メートルの歩道を設置する。 一車線のトンネルでは、トンネルチューブ

の少なくとも片側に通路が必要となる。歩道と同じ機能を満たすことができる少なくとも0.8メート

ルの幅を有する道路側道または別の走行可能なエリアがある場合は上記は適用されない。 

 

29§ トンネルチューブから避難路までの扉は、容易に開閉可能であり、避難方向に開放できなけれ

ばならない。 

一般的なアドバイス 

ドアを開閉する力は以下のとおりとする 

1.ドアハンドルを押し下げる、70Nの力 

2.パニック・クリアランス継手を使用するドアの開放には220 Nの力、 

3.ドアの開放を継続する場合は150Nの力。 

救助要員へのアクセス 

 

30§ 複数のトンネルチューブの、延長500メートル以上のトンネルでは、トンネルに近接して、救

助車は車線間を通行できるものとする。 

一般的なアドバイス 

例えば、中央路側、車線間の範囲、または隣り合う交通車線を移動することができる。 

 

31§ 複数のトンネルチューブを備えたトンネルにおいては、チューブ間の相互接続による緊急通行

が可能とする。 

相互通行箇所の距離は1500メートルを超えてはならない。 
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一般的なアドバイス 

相互接続箇所の距離は、救助隊との協議の上決定する必要がある。 救助要員のための相互接続箇所

は、避難経路と調和し、車両が通行できるように設計することもできる。 

 

照明 

32§ 照明はトンネル内に配置され、車道やトンネル内の視距が 24時間満足できるようにする。 

 

33§ 停電時に道路利用者がトンネルから脱出するための十分な視界を確保できるように、予備灯を

トンネル内に設けるものとする。 

 

34§ 道路の利用者が徒歩で避難することを容易にするために、避難照明はトンネル内地上1.5メー

トル以上に設けなければならない。 停電の場合、避難照明は少なくとも60分間は作動する必要があ

る。 

 

水の供給 

35§ 延長500 m 以上のトンネル内の水の供給。消火栓は、トンネル口の近くに配置する。トンネル

内消火栓間の距離は 250 m を超えない。 

一般的なアドバイス 

トンネル内の消火栓は、避難経路の近くに配置する。 

固定消火システム 

 

36§ 固定式消火装置が設置されている場合は、その影響を評価しなければならない。 そのような評

価には、少なくとも以下について行う。 

1.排水システムへの影響、 

2.トンネル火災断面の空気層への影響 

3.火災探知および警報システムとのコラボレーション、 

4.換気システムへの影響、および 

5.トンネル監視・制御システムへの影響。 

 

道路標識等 

37§ トンネルが閉鎖された場合、代替道路を道路利用者に通知する道路標識およびその他の装置が

設置されているものとする。 

 

38§ エスケープルートにつながるすべてのドアは、両側にユニークな識別情報を持たなければなら

ない。 

情報板は、どのドアまたは出口が避難経路に含まれないかを示すために交通スペースに配置される。 

 

監視システム 

39§ トンネル延長が 3000 メートルを超え、交通流が 4,000 以上の場合、交通管理センターを設置す
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るものとする。いくつかのトンネルの監視は、共通の交通管理センターから行うことができる。 

 

40§ 複数の交通管理センターを持つトンネルでは、片側の交通管理センターだけがいつでもトンネ

ルの安全機能を制御できる。これは、国境を跨いで接続されているトンネルにも適用される。 

 

41§ テレビ監視システム及び事件又は事故の自動検出のためのシステムは、交通管理センターを有

する全てのトンネル内にあるものとする。 

一般的なアドバイス 

テレビジョン監視機能を備えたトンネルは、道路利用者にセキュリティメッセージを伝えるために使

用できるスピーカーシステムを装備する必要がある。 

 

42§ 延長500mを超えるトンネルに交通管制センターが欠けており、消火制御システムと他の換気装

置との動作が分離している場合は、自動火災検知システムを、交通エリアの火災検知に必要な範囲で

設置する。 火災検知システムは、区間分割し、消防システムと連動させる。 

 

トンネルの閉鎖 

43§  44～46§§は延長 500 メートル以上のトンネルに適用される。 

 

44§ 重大な事件や事故が発生した場合には、トンネルチューブを遅滞なく閉鎖する必要がある。 事

件や事故の影響を受けていない車両がすぐにトンネルから出るように、交通を誘導する必要がある。 

停滞している道路利用者にエンジン停止、事故、火災、または他の危険を通知するために使用する道

路標識や他の施設がある。 

 

45§ 緊急時にトンネルを閉鎖できるように、すべてのトンネルの前に交通信号を設置する必要があ

る。 この信号は、交通管理センターによってトンネル内で現場でリモート制御できる。 

一般的なアドバイス 

トンネル内で非常事態が発生した場合に車両を停車させるための交通信号や他の機器は、延長3000メ

ートルを超え交通量4,000台以上のトンネル内に最大1,000メートルの間隔で設置される。 

 

46§ トンネルの主レーンの車線を、工事または保守作業のために完全にまたは部分的に閉鎖する場

合、トンネル外で閉鎖を開始しなければならない。 トンネル内に渋滞がある場合は、トンネル内で

閉鎖が開始されることがある。 

通信システム 

 

47§ 救助サービスが自身の通信機器を使用することができるように、延長500メートル以上のトン

ネル内には、通信カバー装置を設置する。 

 

48§ 可能なら、延長500mを超えるトンネルでは、公衆ラジオ放送が再放送され、交通管理センター

がある場合には、道路利用者に安全メッセージを送信するようにする。 
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電力供給および電力回路 

 

49§ トンネルには、避難安全装置が避難に必要な時間稼動することを保証するための予備の電源を

供する。 

 

50§ トンネルでは、電力、測定、制御回路は、火災などによる局所的なエラーが、損傷していない

回路や損傷の近くの安全機能に影響を与えないように設計する必要がある。 

安全装置の保護 

 

51§ トンネル内の安全装置は、機械的衝撃から生じる損傷から保護されなければならない。 また、

避難や緊急サービスに必要な時間内に火事が発生した場合でも機能する。 

 

4 章 例外 

1§ 輸送機関は、これらの規制に例外を認めてもよい。 

発効と移行規定 

1.この規則は、道路安全に関する Boverket 条項と一般助言（BFS 2007：11）が適用される 2015 年 6

月 1日に発効する。 

2.古い規則は、道路安全法第 10 条（2006：418）に基づく承認申請が 2015 年 8月 1日より前に運送機

関に提出されたトンネルに適用される。 

 

 

 

TSFS 2016：45 

この規則は、2016 年 8月 1日に発効する。 
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３．４ E4ストックホルムバイパス設備概要  

 

（１）設備概要 

ストックホルムのバイパスに関連する安全作業の基礎として、事故の可能性を減らし、その影響

を軽減することを目標とした安全なコンセプトが開発されました。インシデントや重大な状況に

対処できる、堅牢で安全なシステムです。 

安全コンセプトの 2 つの基礎は、2 つの片方向チューブのトラフィックの分離と、事故または火

災の場合の自己避難の原則です。 

このコンセプトには、固定式消火システム、照明、煙制御システム、火災警報機、緊急電話機、カ

メラ、緊急ラジオ放送（割り込み放送）、トンネル情報看板、道路標識、車線信号などが含まれま

す。 

交通事故、火災、またはその他の危険な事態が発生した場合、影響を受ける道路の延伸は一時的

に閉鎖され、交通量は変更されます。 

 

（２）制御と監視 

 

トンネル内の交通流は、ストックホルムのスウェーデン運輸管理交通管理センターである

Trafik Stockholm によって 24時間管理され、監視されます。 

交通管制センターを管理する人員は、さまざまな技術システムの支援を受けています。カメラや

センサーの助けを借りて、交通管理者は交通事故や事故の際に、道路援助の乗組員に警報と支援

を行い、警察救助サービス。 

システムの助けを借りて、交通規制担当者は、制限速度を下げたり、車線を閉鎖したり、トンネ

ルシステムの避難を開始したりすることによって、ストックホルムのバイパスの交通を指示し制 

御することもできます。 

 

交通管制センターは、高度なオペレータ支援システムである国家交通規制支援システム（NTFS）

の助けを借りて、交通と施設を監視し、制御し、指示する 

 

安全機能のための十分なリダンダンシーのある、高度のアクセス機能と頑強な構造。多くの機械、

電気システムを設置し、運営(管理)と安全管理を行う。 

トンネルは、管制センターのカメラで 24 時間管理。車の停止の場合、あるいは、避難路のドア

の開いた場合、通知される。事故の場合、管制はトンネルの閉鎖や区間の制限を行う。  

火災消火や火災封じ込め(confining)の防火システムを設置。 トンネルやランプのファンは、交

通レベル、空気の状態により稼働。換気所でトンネル空気を交換する。。 

 

  照明設計は、単調さを打ち消すよう設計 

  デジタル情報システムは、障害発生後すぐに警報を発する。 

  ルート情報は、タイムリーかつ明確な情報をユーザーに提供 

  右のエマージェンシーレーンは十分広く、交通を妨げることなく駐車可能 

  多くの技術装置が共同溝に設置されている 

  道路表面下の道路側面に電力、通信、水管が設置 

  道路表面はコンクリート。明るさ、頑丈さから。 

  避難のための、緊急時照明により避難ルートが示される。 

情報標示により道路ユーザーに行動指示 

  避難ルートは、主幹線で 100m ごとに、ランプでは 150m ごとに設置。 

消火器、非常電話、消火栓(fire hydrants)が、全ての避難ルートに設置 
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           図 3.4.1 設備概要 

 

（3）FSE901 通信、制御、監視システム 

施設包括的コントロール及びモニタリングシステム(AS )は、道路交通管制及び道路イン 

フラモニタリングのための交通管制支援システム(NTS)と直結される見込み。AS はコント

ロールとモニタリングを完全自動化する。 

LCP(ローカルコミュニケーションプラットフォーム)はイーサネットベースで施設間 

全ての通信対応している。 

非常電話は全ての避難ルートに設置されている。 

インシデント対応システムで、停車車両、落下物、その他インシデントを検知する。 

  

   I/O 信号数：約 70 000. 

カメラ数: 約 900-1000 

ファイバー網: 約 55 km 

 

（4）FSE902 受配電設備、照明及び HVAC 

電力供給センター数: 2 ⇒ 北側及び南側に一か所ずつ、1か所で施設全電力対応可能 
高圧電線延長: 約 55 km 

道路施設の総負荷: 約 30 MVA 

UPS total: 約 250 ⇒ 非常電源 1 時間の供給を保証する。 

Light Emitting Diode (LED) 照明: approx. 20 000 

一般ビルサービス: approx. 3 000 m2 

一般換気総面積スペース 1500 m2 

総面積冷却スペース約 200 m2 
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            図 3.4.2 受配電設備 

（5）FSE903 トンネル換気設備 

    ジェットファン数：約 250 
軸流ファン数: 47 

換気ステーション: 6 

いずれも給気と排気ファンステーションがある。能力それぞれ 600 m3/s である。  

排煙ステーション：能力 600 m3/s. 

排気ステーション: 4 

各ステーションの能力: 

Hjulsta (600 m3/s) 

Vinsta (200 m3/s) 

Smista (200 m3/s) 

Kungens kurva (600 m3/s) 

          図 3.4.3 換気設備 
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（6）FSE904 交通システム 

交通システムは下記の構成である。 

車線コントロール信号:約 950         

検知器数:約 950          

道路閉鎖装置：約 50 

可変表示板：約 350 

可変方向指示標識：約 150 

MCS：道路コントロールシステムは、交通流データ収集とレーンシグナルを用いた 

交通コントロール方式 

（7）FSE905 汚水処理システム及び防火設備 

ポンプステーション：能力 45 /s－75 /s 
汚水処理プラント：約 2000 m3.  ⇒ 油分分離と、凝集剤投与による固化できる。 

固定式防火施設による総エリア：約 600000 m2. 

防火システムは、主幹線で 50m、ランプで 75m おきにセクション分けされている。 

              図 3.4.4 汚水処理設備 
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３．５ トンネル設備詳細（換気・防災） 

３．５．１ トンネル換気 

（１）E4ストックホルムバイパス概要 

道路トンネル E4ストックホルムバイパスは複数のトンネル（総延長 56 [km]）か

ら成る（図 3.5.1の概要を参照）。本線は 17 [km]で 12箇所のランプは最大延長約 2 

[km]である。渋滞が頻繁に起こり、日交通量が 14万台になると予想される。 

渋滞時の火災に対する軽減策として、固定式火災消火システム（FFFS）が設置され

る予定である。最適な換気戦略を見つけるために研究プロジェクトが行われた。トン

ネルの構造が複雑であるにもかかわらず、開発された制御原理はシンプルなものであ

った。 

 

図 3.5.1 E4ストックホルムバイパスの概要 

 

 
 
6箇所の換気所 
4箇所の坑口排気 
1箇所の排煙所 
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 １）換気設備 

縦流換気システムには、250台のジェットファン、48台の軸流ファン、62箇所に配

置された風杯型風向風速計、54個の空気質センサが含まれる。火災検知はケーブル

式の熱センサと煙検知器によって行われる。 

 

ジェットファンは周波数変換器によって両方向での推力を最大にできる。 

 

全ての換気所は同じ型のファン（公称風量 200 [m3/s]）を使用している。 

 

下記の図（図 3.5.2）の北行きトンネルで示されるように、各本線には 600 [m3/s]の汚

染空気を排気し、同量の新鮮空気を取り込める換気所が 3箇所ある。外気取込所の

ファンは可逆式で排煙にも使用できる。 

 

南坑口から最初の換気所までの距離では、かなり長い距離にわたって煙が広がって

しまうと考えられるため、排煙所はその中間に設置するという構想である（図 1参

照）。これは、両方の本線トンネルに対応できる唯一の換気所である。設計排煙容量

は 600 [m3/s]であるが、可用性を確保できるように 4番目の（予備）ファンがこの場

所に設置されている。 

 

トンネル内の汚染空気が環境へ及ぼす影響を最小限に抑えられるように、4箇所の出

口側の坑口には坑口排気が施されている。 

 

 

 

 

 

図 3.5.2 北行きトンネル：通常時の最大換気モード 

 

トンネル内の空気質は戦略的に配置される54個の空気質センサによって監視される。

但し、最大 1 [km]は間隔が離される。各センサは、視認性と濃度（一酸化窒素、窒素

酸化物、一酸化炭素）測定を行う。 

換気所をフル稼動 

車の走行方向にジェットファンをフル稼動 

坑口にある排気所をフル稼動 
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特に、火災時の縦流換気の能動的制御に関しては、風速計が何よりも重要となる。し

たがって、自動で信頼性確認ができるように風杯型風向風速計を採用した。 

 

全ての坑口領域が研究され、効果的であるとみなされると、最大 50 [m]の隔壁あるい

は 2本のトンネル間で効果的とされる同様の措置が施される。こうすることで、坑口

での回り込みが最小限に抑えられ、通常時だけでなく火災時に効果がある。 

 

 

（２） 通常時の換気制御 

１）トンネル内の空気質の課題 

 

空気質の基準が非常に厄介であることを考えると、このような道路網の縦流換気は難

しい問題である。トンネル内と最小エネルギー消費での坑口に対する空気質の条件を

満たす必要がある。外気取込所を利用するか、あるいは入口ランプを経由し外気を完

全には取り込まないかのどちらかに決めるのは容易ではない。 

 

２）トンネル内の空気質に対する制御装置の原理 

 

道路トンネル内の空気質を制御するためにさまざまな原理が使用される。段階的な

制御装置は、安定している上、順応性があるため、最適であることがわかった。 

この原理を使って、AQVと呼ばれる空気質の目標値を定めるために空気質や各成分

（視認性と一酸化窒素／窒素酸化物、一酸化炭素の濃度）の連続測定を行う。空気汚

染が AQV+（AQVより高い値）を上回ると、換気能力が増大する。制御装置を安定さ

せるためには、空気汚染が AQV-（AQVより低い値）を下回ると、換気能力が下げら

れるというようにヒステリシスが考慮される。さらに、新たな換気段階に入ると、ト

ンネルの換気は常に最小継続時間 tCSGの間起動する。 

合計で 5つの段階が定義される。段階 0では機械換気が全く稼動しておらず、段階

5では機械換気がフル稼動している。通常時には、ジェットファンは並列運転してい

る。周波数変換器を使用することで、部分負荷で起動でき、通常、少ないジェットフ

ァンをフル稼働させるより消費電力が低くなる。同様に、換気所では、少ないファン

をフル稼働させるよりも、少しファンの数を増やし部分負荷で起動させる。しかしな

がら、ファンを安全に起動させるために最低運転速度を配慮するようにする。さらに、

臨界周波数帯は避ける。 
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３）北行きトンネルの事例 

 

このトンネル網への段階的制御原理の適用は、北行きトンネルの事例に基づいて説

明される。このトンネルは VTSと呼ばれる論理的な換気制御区間に分けられる。通常

時の換気の場合、VTSはより大きな区間（通常時の起動区間 NOSと呼ばれる）にまと

められる（図 3.5.3 参照）。各 NOS には少なくとも 1 台の空気質センサと換気設備が

割り当てられる。複数の NOSに同じ換気設備を割り当てることができる。 

 

図 3.5.3通常時の起動区間 NOS（緑色）換気制御区間 VTS（赤色）建設契約区間（灰色）  

NOS-N07 の事例から、換気設備も優先順位に従って割り当てられることがわかる（図

3.5.4参照）。この場合、最も近い換気所と本線全体のジェットファンがまず起動される。

次に、上流側にある換気所が起動され、最終的に最も遠い上流側の換気所が起動される。

各換気段階において、起動装置（ジェットファンや換気所）の容量は予め設定されてい

る。 
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図 3.5.4 NOS-N07=401e-401fの区間の通常時の制御ループ 

 

本線全体の制御装置の原理は同じである。ランプと坑口排気毎に独自の副制御装置が

ある（図 3.5.5参照）。入力データ（input）は空気質センサと気流センサから発生する。

合計で、北行きトンネルの主制御装置は 11台の副制御装置で構成される。 

 

 
図 3.5.5 通常時の制御装置の概要 

 

各副制御装置は他の副制御装置とは独立して反応および起動し、独自の Control-Step 

Generator (CSG)が備わっている。これに、特定の換気設備に対し、さまざまな段階（さ

まざまな換気能力など）が求められることになる。さまざまなセンサが同じ起動装置

（ファン）に対してさまざまな指示を出す可能性があるいうジレンマを抱えることに

なる。この点を解決するためには、最大値のセンサへ制御を割り当てることにした（図

3.5.6参照）。1台のセンサで空気質の閾値（AQV+）が超過すると、まず、そのセンサに

ファンステーション 
換気技術区画 VTS 
契約区画 
 
制限建設区画 

 
可逆式ファン、排煙（オン／オフ） 
可逆式ファン、空気の入れ替え（オン／オフ） 

ジェットファン（オン／オフ／故障中） 

煙 
制御装置のインプット 
制御装置のアウトプット 
制御装置の変動 

制御装置 
空気質センサ 

ダンパ（閉／開） 
車の走行方向 
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付随する換気設備が特定される。次に、その換気設備の最大値であるセンサが見つけ出

され、適用される換気段階が設定される。これに基づいて、換気設備は所望の容量で起

動する。 

 

副制御装置を複数併用することで競合（conflict）してしまう可能性があるため、そのよ

うな競合を確認し解決するための規則が決められる。図 3.5.7を見てわかるように、競

合が起こる可能性はわずかである。 

 

図 3.5.6 センサと付随する換気設備の選定のためのフローチャート 

CS＝control step（制御ステップ） 

 

 

図 3.5.7 換気設備に競合が起こる可能性がある（オレンジ色）、 

開始 

1個以上のセンサが AQV+を上回っているか？ 

Control-Step Gereratorが 
起動しているか（CS>0）？ 

（エクセルのテーブル Xに従い）割り当てられた 
換気設備はセンサごとに利用可能か？ 

制御装置の入力センサとしてセンサを指定する 

 
より高い測定値のセンサを 

特定／考慮する 

対応する副制御装置が起動開始する 

ディレイ toverall 
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競合は起きていない（緑色）、併用していない（灰色）。 

 

センサが指定されると、対応する副制御装置は「Control-Step Generator」を起動する。

ここでは、トンネル内の空気質を確保できる装置だけが起動され、坑口排気は起動され

ない。（「副制御装置ステーション 475（Sub-Controller Station 475）」および「副制御装置

ステーション 571（Sub-Controller Station 571）」）どのセンサが対応しどの換気設備が処

理を行うかをはっきりとさせ、Control-Step Generatorが有効にする制御ステップ（control 

step）を指定する。開始位置は増減が可能な能動的制御ステップ（control step）である。 

 

図 3.5.8  CSG (Control-Step Generator)、CS = Control Step（制御ステップ）、 

EP = 換気所の優先順位(1～3) 

 

図 4 の事例が示すように、ランプからの大気を利用するか本坑の気流速度を上げるか

し、空気質は改善される。最適な解決策を見つけるために、図 9のフローチャートに示

されるような「Air-Quality Main/Entrance Ramps Checker（メイン入口ランプの空気質チ

ェッカー）」が開発された。これはランプ内の大気の流れが本坑内よりきれいであるか

どうかを確認する。「空気清浄度」の条件が満たされると、入口ランプからの大気の流

れを使うことで本坑内の汚染を効果的かつ迅速に制御できる。 

 

通常時の制御原理は図 3.5.10にまとめられる。さらに、トンネルの本線内の空気質の代

表的な分析結果が図 3.5.11に示される。 

対応する Control-Step Generator (CSG)が起動する 

  

 

下限 CS=0 上限：CS=5 

全て 
健全 

 
最大 
モード
起動 

 

 

 

センサ xの値 > AQC+? 

AQV+ > x > AQV- ? 

AQV- > x ? 

 
Cs (台数)に対応する

制御機を使用 

センサ xの値 > AQC+? 

ディレイ tCSG 

制御目標値 > 0 ? 



3-42 
 

 

単純な構造のトンネルの場合、制御ステップ（control step）が最大になると、段階的制

御装置は換気容量を最大にすることができる。相互依存性があるため、これは、このよ

うな機器構成において幾分複雑である。したがって、最大値よりも高い制御ステップ

（control step）が要求される場合（図 3.5.8参照）、図 3.5.2に示されるように、本線と

連結するランプの全てに対して換気容量を最大にする。このようにすることで、トンネ

ル内の空気質が最悪な状態になりトンネルの閉鎖を余儀なくされるリスクはできる限

り避けられる。 

 

図 3.5.9 メイン入口ランプの空気質チェッカー、図 4の状況に当てはめられた。 

GO=空気質センサ 

最大換気モードが有効か？ 利用できる全てのジェットファン

を起動 

考慮されるセンサ 

パラメータ：利用可能

なジェットファン台数 掛け合わせる 

 区間 201b～301b間 
の空気質センサ 

ランプ 211/213
の運転開始 JF 

  区間 301d～301e 
の空気質センサ

区間 401eの 
空気質センサ 

制御出力（%） 

入力：CSジェネレータよ
りの CS値 

出力：運転開始 JF台数 

 
コンポーネント 
>主入口ランプ空気質チェッカー  
統合コンポーネント>JFレギュレータ 
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図 3.5.10 通常時の換気制御の原理 

 

 

図 3.5.11 本坑窒素酸化物濃度の代表的な分析結果 

 

４）外気への影響を最小限に抑える 

 

環境影響分析(Swedish MKB: Miljokonsekvensbeskrivning)の結果、トンネル内の汚染空

気は 4箇所の出口側坑口から排出できる。ここでは、坑口換気に向かって流れる空気

を排出する戦略を取る（制御ループ）（図 3.5.12参照）。さらに、坑口の外の空気質の

測定を行うことで、トンネル内の汚染空気を排出することに意味があるかどうかを評

価できる。これらは直ぐ近くの上流側にあるセンサの値と比較される。さらに、排煙

所に向かっている前もって設定された気流だけが排出されている。各坑口排気に関し

て、排出する気流の割合は変更できる制御システムにおけるパラメータである。 

 

最大値

目標値 

起動ステップ 
（1～5） 

 

 

 

 

 

コントロールマトリックス
通常運転 
 
各副制御装置の定義 
・制御ループに含まれるセンサ 
・副制御装置に割り当てられるファン 
・各ステップのファンの容量 

起動ステップ 
レギュレータ 
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図 3.5.12 坑口排気制御装置 

 

（坑口あるいはトンネル内での）大量の排煙は、部分負荷で排煙所を起動していたとし

ても気流の高い流出速度を維持できるように分配される。 

 

（３）非常時の換気制御 

火災時には、煙は常に車の走行方向に換気され、下流側の対応可能な場所で排煙され

る。その場所が対応できない場合は、その次の排煙所が選択される。通常時に使用され

る排煙所に加え、専用の排煙所が 1つある。さらに、外気供給所は可逆式なので、排煙

にも使用できる。通常時とは目的が異なるため、煙制御区間（SMSと呼ばれる）が定め

られる（図 3.5.13参照）。トンネルの入口領域にある最初の煙制御区間を除き、全ての

境界が換気制御区間（VTS）と一致する。煙を入口側の坑口へ排出するために、最初の

非常口まで SMSの長さ（入口側の坑口から約 150 [m]）が定められた。 

  

最大換気モードが有効か？ （上流で測定された）最大気流速度での 
排出が可能 

パラメータ： 
割合 

掛け合わせる 

測定値： 
換気所のすぐ手前の 
空気の体積流量 

換気所のすぐ上流側の空気質センサで 
測定された値＞（トンネルの外の）外気の 
汚染値 

アウトプット： 
排気すべき気流 

停止 
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図 3.5.13 煙制御区間 SMS（オレンジ色）は、換気制御区間 VTS（赤色） 

通常時の起動区間 NOS（緑色）建設契約区間（灰色）で構成される。 

 

本線での火災発生時に、次の原理が適用される。 

 煙は常に換気所から排出されるか出口側坑口から排出される。つまり、煙制御はラ

ンプ経由では行われない。 

 事故が発生していないランプは全て、本坑へ向けて制御された 1 [m/s]の気流速度

によって守られる。 

 

煙制御の事例は図 14に示されている。車の流れに沿って火災場所に向かって流れる縦

流換気速度を 3 [m/s]とする。煙は排煙所で排煙される。全てのランプが、本線に向かっ

て 1 [m/s]の速度を維持する独自の制御ループを有している。 

 

同様に、ランプ内で火災が発生した場合、煙は常に走行方向に押し出され、最初に対応

可能な排煙所で排煙される。他のランプと本坑に連結する区間は 1 [m/s]の速度を維持

することで守られる。 

 

 

図 3.5.14 SMS-N02=201a-02-201b-04の煙制御の制御ループ 
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この目的のために、煙制御区間 SMSは火災換気領域へさらに分けられる（図 3.5.15参

照）。可能であれば、この境界線は非常口に対応するように選択された（FFFSも区間

の境界線としてこれらを使用するため）。各ジェットファンと風速計は明確に区別され

た火災換気区間内に設置される必要がある。 

 

 
図 3.5.15 煙制御区間 SMS（オレンジ色）のサブセットとしての火災換気区間（青色）  

 

火災検知は火災換気領域と関連している。火災換気領域に応じて、風速計と起動装置

（つまり、ファン）の優先順位はテーブルに従って選定される。火災が発生した場合に

は、火災から遠く離れたジェットファンを使用することが目標となる。したがって、通

常時の原理とは対照的に、煙制御に使用されるジェットファンは、通常時のように並列

運転ではなく直列運転となる。風速計による気流速度測定の品質の自動的な信頼性確

認は論理的規則を用いて実施される。流量測定によって品質が不十分であると判定さ

れる場合、2セット目の風速計が選択される。その結果、品質が不十分であると再度判

定された場合、他のトンネル区間の測定と排煙速度に基づいて速度が算出される。トン

ネル内の測定に基づいた気流速度の能動的換気制御の原理は図 3.5.16に示されている。 
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図 3.5.16 煙制御の能動的気流制御の原理 

 

火災が発生した場合、次のプログラムが自動的に選択される。 

 気流速度が約 3 [m/s]の標準的な火災換気 

 気流速度が約 1.5 [m/s]の最小火災換気。FFFSが機能せず渋滞が起きている場合、

自動的に選択される。 

 

気流速度の設定値は能動的制御ループにおいて使用されるパラメータである。その後、

他の値が選ばれる場合、これらは容易に変更できる。監視員は（通常消防隊の要請があ

り次第）次のプログラムも選ぶことができる。 

 強制火災換気（例えば、最大可能気流速度） 

 可変火災換気：まず、全ての設定条件を取り止め、自動的に速度の設定値を変更す

るか独立したファンを起動するかする。 

 

火災発生時に、換気設備を素早く起動することは重要である。したがって、事前警報

（pre-alarm）時には火災換気対策は既に進められている。事前警報の段階ではトンネル

の坑口は閉鎖されず、避難活動も開始されない。事前警報は煙検知器あるいはケーブル

式熱検知器によって検知されるだけでなく、監視員によっても出される。その後、警報

が出されると、出された警報に対応する火災区間が適用され、トンネル閉鎖や避難を含

む完全な緊急時対策が取られる。 

 

妥当性確認

アウトプット
（目標値に達するために 
必要なファンの総容量） 

コントロールマトリックス
火災換気 
 
各気流センサの定義 
・制御ループに含まれる 
測定装置 

・気流センサの目標値 
・優先順位 
 ・ジェットファン 
 ・軸流ファン 
 ・測定 

気流センサ

PIコントローラ 
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（４）トンネル換気シミュレーター 

 

トンネルの換気システムは非常に複雑で広範囲にわたる。施工主と請負業者は適切な

ソフトフェアの全要件を満たすためにそれ相応の試行時間を必要とする。現地受入試

験（SAT）までに検知される論理エラーと論理的問題、トンネル換気に対するリスクを

最小限に抑えるために、工場受領試験（FAT）の際にトンネルシミュレータが試験ツー

ルとして使用される。 

 

１）シミュレーションモデル 

 

トンネルの換気シミュレータは、トンネル換気によってカバーされる項目の動作状

態を作り出すための論理とトンネル換気の数学シミュレーションモデルから成る。シ

ミュレータは Windows アプリケーションのソフトウェアソリューションで動作してい

るアプリケーション論理と連動し相互に作用することができる。作成されたシミュレ

ーションモデルはセンサが設置されたトンネルの自然な反応を再現する。例えば、アプ

リケーション論理はジェットファンを起動するよう命令を出す。命令はシミュレータ

に送られる。シミュレータは、数学モデルを用いて、交通量にも影響を及ぼすトンネル

内の気流を算出する。シミュレーションされた気流はシミュレータからのアプリケー

ション論理に送り返されるジェットファンによる反応を示す。 

開発されたトンネル換気シミュレータは、トンネルの試運転とその後のフル稼働時

にあたり、監視員の訓練にも使用される。スウェーデン運輸局は現在入札図書を作成し

ているところである。スウェーデン運輸局はストックホルムパイパスのためのシミュ

レーションモデルを構築している。このモデルは 2016年には請負業者が利用できる予

定である。 

 

２）請負業者の作業過程 

 

入札図書の作成過程には、シミュレーションモデルが構築される。このソフトウェア

は Road Tunnel Ventilation (IDA RTV) というソフトウェアに基づいている。IDA RTVを

使ったシミュレーションによって、スウェーデン運輸局は全てのトンネル換気が必要

とするシナリオをモデル化した。施工主はこのような要件の開発に使用されるシミュ

レーションモデルを提供する。スウェーデン運輸局は、シミュレーションモデルはどの

ように構築され、どのように機能するかに関する知識を提供する形で協力ができる。請

負業者はリアルタイムトンネルシミュレータを作成するために（IDA RTV 制御ルーチ

ンなしで）IDA RTV モデルを実行する。トンネルシミュレータはトンネルとそのセン

サの反応を IDA RTVのシミュレータと同程度の正確さまで再現する。請負業者は、Real-

time Tunnel Simulatorと呼ばれるソフトウェアソリューションを使った実際の制御シス
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テムであるハードウェアソリューション（PLC）の全ての制御機能を実行するべきであ

る。その場合、Real-time Tunnel Simulator は Model Tunnel Simulator にリンクされてい

る。シミュレータはその後全ての制御機能と監視機能を試験するためと監視員の訓練

を行うために使用される。HMI（人間とデジタル機器間のインターフェース）も交通と

煙、窒素酸化物、一酸化炭素、視認性、温度を可視化させたトンネルの監視員のインタ

ーフェースと共に供給される必要がある。HMI から、許可されたユーザはシミュレー

ションに影響を及ぼす全ての変数およびパラメータに対する現在の状態を閲覧できる。

同様に HMIから、シミュレーションに影響を及ぼす全ての変数およびパラメータを許

可された作業員が編集できるようにしなければならない。このようなトンネルシミュ

レータや文書、教育用ソフトウェア、そして他の支援機能によって実用的な監視員の訓

練が可能になる。制御システムの承認版とトンネルシミュレータの最終版が運転シミ

ュレータにおいて実装される予定である。トンネル換気の制御システムの運用の試験

手順は契約に定められる。 

 

 
図 3.5.17 トンネルシミュレータの概略図 

 

トンネルの動的ソフトウェアモデルと PLC 間のインターフェースを開発するには、

トンネルシミュレータに対し、さらに労力を投じる必要がある。多くの場合、このよう

なインターフェースの導入はオープンプロセスコントロール（OPC）の規格に基づいて

いる。これによって、メーカーに依存したコーディング（coding）の必要性が低くなる。

例えば、PLC を導入するものに対するシミュレーションされた信号のユニットを変換

するためや仮想的トンネルモデルによってカバーされないフィードバック信号を人為

的に提供するために、トンネルのソフトウェアモデルに対する若干の変更も必要とさ

れる。IDA-RTV のインターフェースは警報や数値モデルの時間ステップを管理する必

要がある。例えば、シミュレーションモデルは物理的時間よりかなりの遅れが生じる。

数値モデルは複雑かつ時間のかかる方法によってシステムの不連続性をうまく処理す

 
インターフェース

 モデルトンネル 
シミュレータ 
IDA-RTV 

  
リアルタイムトンネル 
シミュレータ、仮想環境 
における PLC－倫理 

 HML 
人間とデジタル機器間

のインターフェース 

ソフトウェア 
開発者 
PC 

 
RTイーサネット 

 OPCクライアント 



3-50 
 

ることが時には必要である。そのため、シミュレーションモデルの平均的な進行が実時

間よりもかなり速いとしても例外が発生する場合がある。 

 

 

 

図 3.5.18 シナリオパラメータによるトンネルシミュレーションモデル 

 

３）トンネルの換気システムの規模（dimension）と計算のためのソフトウェア 

 

IDA Road Tunnel Ventilation は、複雑なトンネル網における気圧、気流速度、汚染濃

度を算出する。このプログラムは多車線で対面交通である横流換気トンネルと縦流換

気トンネルの両方に対応している。動的交通モデルは渋滞と交通制御のシナリオの現

実的な研究に役に立つ。ファン、ダンパ、サッカルドノズルや類似の構成装置の資料

（library）は横流換気と縦流換気の研究のどちらにも役に立つ。さらに、センサや PID

制御装置、フィルタ、スイッチなどの連続制御部品によってオフライン方式の詳細制御

設計（detailed off-line control design）が可能となる。3次元のトンネル編集プログラムは

入力データの確認や結果の可視化を行う際に利用できる。ユーザはトンネルの幾何学

的記述（各トンネルの分岐部の長さに沿った高度座標や横断面の領域）を入力する。他

トンネルシミュレータ－概要 
適用 

トンネルシミュレータ 

1. 制御システムの制御

及び試験 

2. 監視員の訓練及び教

育 

気象パラメータ 
・温度 
・風圧 

火災 
・火災曲線 
・火災位置 

交通 

モデルパラメータ 

・形状 

・道路モデル 

 ・温度 

 ・熱 

 ・表面粗度 など 

 

 

出力（制御システムからトンネルあるい

はトンネルシミュレータへ） 

ジェットファン 

rmp         

主ファン 

の流量

入力（トンネルあるい

はトンネルシミュレー

タから制御システム

へ） 
気流速度   

空気質 
  CO NOx NO2  FSE901 

シミュレータの

有無 

トンネル 

FSE903 (RTVモデル） 
FSE901 (FU) 
トンネルシミュレータ 

コントロールマトリックス
（基本的なトンネル換気を 
プログラム化） 
・定値気流 
・優先順位 
・ジェットファン  
・主ファン 
・測定装置 
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の入力データには、周囲条件（坑口の風圧など）、交通量、放出特性、抵抗や摩擦の係

数が含まれる。PIARCや同様の排出ガス一覧表も含まれる。表は、適切な時期、重要度

（weight）、その他の要因を使って線形結合され測定される。 

 

４）IDA-RTVソフトウェアのさまざまな適用例（図 3.5.19～3.5.22） 

 

 

図 3.5.19 シミュレータ、RTVの交通モデル 

 

RTVにおける交通モデル 

RTVのトラフィック表は入口側の交通量（主入口と入口ランプ）
を考慮に入れる。出口側の交通量は分岐毎にパーセントの数値で
表される。 
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図 3.5.20 RTVソフトウェアの例 

 

 

図 3.5.21 RTVソフトウェアの手動設定の例 

 

RTVモデルの説明（通常運転時） 

RTVモデルの説明（通常運転時） 

RTVモデルの説明（通常運転時） 

青線：トンネルの本線の接続 
オレンジの線：トンネルランプの接続 
緑の線：換気所の接続 
黒の線：RTVの論理的接続 

北行きの RTVモデル（通常運転時） 
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図 3.5.22 RTVソフトウェアの制御装置の論理 

 

IDA RTVソフトウェアの 3次元のシナリオは図 3.5.23と 3.5.24のように表示することがで

きる。 

 

５）火災と換気  

IDA RTVは、火災シナリオのシミュレーションが可能である（下記参照）。トンネ

ル内の限定された区間内でユーザが指定した熱流束が加えられる場合、トンネルの火

災シナリオがシミュレーションできるようになる。 

 

ランプ毎に NO2濃度が確認され、制限値が制御される。トン
ネルの通常運転時には、我々は段階的制御装置（5段階）を使
用する。5段階目では使用可能な全てのジェットファンが起動
される（現在、5段階にわたりジェットファンは線状配列され
ている） 
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図 3.5.23 火災の 3次元イラストレーション 

 

酸素レベルに応じた火災規模の限界だけでなく火災の種類や燃焼材料によって決ま

る煙生成のモデルが利用できる。煙の拡散や壁への温度分布がモデル化される。 
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図 3.5.24 トンネルで渋滞が発生している場合の 3次元火災シナリオの画像 

 

６）試験段階の工場出荷試験および現地受入試験 

 

制御システムの試験は 3段階で行われる必要がある。 

 工場出荷試験（FAT） 

 現地受入試験（SAT） 

 機能受領試験（OAT） 

 

FATは工場での試験時（納入前および設備導入前）の受入試験のことである。 

FAT 1 標準部品と装置の工場での試験 

FAT 2 プロジェクトのニーズに応じて機能が開発・適応された複合構成部品／機能ユ

ニットの機能試験、各システムの制御および監視機能に対する統合試験 

FAT 3 2箇所の運転領域に関する特徴と機能性の実例（他のシステムとの統合試

験、システム試験、性能試験など）。試験は別の契約で納入されるシステムや構成部品

による信号の交換の検証を含む。 

FAT 4 設備全体の機能性試験（Trafik Stockholm（交通管制センター）のリアルタ

イムシステムと連結される運転の検証を含む） 

SATは設備導入場所での試験のことである。 

SAT 1 運転領域内の全ての技術システムにおける全機能試験 
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SAT 2 全システムの機能と全ての運転領域内のシステム間の機能連結を試験す

る。この試験は他の請負業者によって供給されるシステムあるいは構成部品へのイン

ターフェースの試験も含まれる。 

SAT 3 設備全体にわたりシステムを試験する（トンネルの閉鎖時と開通時の連

続した試験と性能試験など）。 

SAT 4 設備全体の機能性の総合的な試験（Trafik Stockholm（交通管制センター）

のリアルタイムシステムの統合試験、事前に決められた事象シナリオのシステムの機

能の検証を含む） 

OAT 1は試運転に関するもので開通前に行われる。設備の試運転と Trafik Stockholm（交

通管制センター）での局所的システムの運転。開通前の試運転と監視員の訓練。 

OAT 2 開通後の設備の試運転と Trafik Stockholm（交通管制センター）での局所

的システムの運転。開通後の試運転と監視員の訓練。 

GAT 保証引受試験（Guarantee Acceptance Test） 
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３．５．２ トンネル防災設備（固定式火災消火システム（FFFS）） 

 

（１）固定式火災消火システム（FFFS）に関する研究一覧 

 

スウェーデンにおける固定式火災消火システム（FFFS）は、E4ストックホルムバ

イパスを対象に計画している。FFFSの特性や換気制御との最適性を明らかにするた

めに RISE（Research Institutes of Sweden）を中心に複数年の研究が実施されてい

る。以下に、関連する研究論文を示す。 

 

① Haukur,I., Glenn,A., Jonatan,G., Ying,Zhen L., Hans,N. Peter,K., and 

Magnus,A, : Development of a test method for fire detection in road tunnels, 

SP Report 13, 2014 

② Haukur,I., Glenn,A., and Ying,Zhen L. : Large scale fire tests with fixed fire 

fighting, SP Report 32, 2014 

③ Ying,Zhen L., Lotta,V., Haukur,I. and Glenn,A. : Influence of fire suppression 

on combustion products in tunnel fires, SP Report 09, 2015 

④ Ying,Zhen L., Haukur,I., Fire-induced ceiling jet characteristics in tunnels 

under different ventilation conditions, SP Report 23, 2015 

⑤ Ying,Zhen L., Haukur,I. : Influence of ventilation on road tunnel fires with and 

without water-based suppression systems, SP Report 36, 2016 

⑥ Haukur,I., Ying,Zhen L., and Magnus,B. : Large scale fire tests with different 

types of fixed fire fighting system in the Runehamar tunnel, SP Report 76, 2016 

 

（２）固定式火災消火システム（FFFS）設計目標 

 

FFFS設備の設計目標は、主たる目的として火災の規模を抑え、火災の拡大を防ぎ、

避難する時間を稼ぎ、避難を支援することである。このため、FFFSはできるだけ早

く稼働させる必要がある。FFFSは、従来あるトンネルスプリンクラーと異なり１分

間に 5～10mm/minの水量を目標としている。既存の消火栓から水供給を行うためポ

ンプが必要ないシステムとしている。設備費用は、0.5 百万ユーロ/km としており、

今までの費用のおよそ半分である。 

また、FFFSによる効果については、下記に示す 6項目に着目している。 

○燃焼面の冷却効果 （燃焼している表面に水滴が到達し、蒸発することにより冷

却する効果） 

○熱気流の冷却効果（ノズルから噴霧された水滴が熱気流で蒸発することにより

冷却する効果） 

○希釈効果と熱容量（水が気化した水蒸気により、燃料（燃焼）と酸素濃度の希釈
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効果がある。）（火源の抑制について言及しているか要チェック） 

○放射熱の減衰効果（水滴及び水蒸気により放射熱を吸収する効果がある。） 

○水圧とその他の要素 

○換気風の効果 

 

図 3.5.25 固定式火災消火システム（FFFS）の実験写真例 

 

（３）FFFSに関する研究概要 

     

RISEは、2013年～2016年にかけて FFFSに関する様々な調査を実施してきてい

る。FFFSについては、今まで報告されている情報や RISEとしての新しいアイディ

アについて研究を行っている。FFFSのシステムを構築する際には仕様を定めること

が必要であり、そのための適正なデータ処理方法が必要であった。 

 

１）FFFS試験装置概要 

① HRR測定用の試験装置（模型トンネル） 

    図は、模型トンネルで FFFS試験を実施した際の FFFS配置と計測器位置を図示

したものである。FFFSは火源を中心に 10ノズル設置している。図中左側よりトン

ネル内縦流風を流し、FFFSの下流側で計測を行う。熱電対は、水噴霧ヘッド下流の

天井部に設置するほか、火源直上に 2 箇所・火源下流 1.25m の位置で高さ方向に 4

箇所ツリー状に配置する。また、風速計を火点下流 7.875ｍに配置し高さ方向に 4箇



3-59 
 

所設置し計測する。ガス濃度計は風速計と同様に 7.875m の位置に高さ方向に 4 箇

所設置し、O2、CO2、COの成分について計測を行う。 

 

② 有毒ガステスト用の試験装置（模型トンネル） 

 

図は、模型トンネルで FFFS 試験を実施した際の FFFS 配置と計測器位置を図示

したものである。FFFSは火源を中心に約 1m間隔でノズルを配置し 6ノズル設置し

ている。図中左側よりトンネル内縦流風を流し、FFFSの下流側で計測を行う。熱電

対は、火源直上及び火源前後 1mの位置、及び火源下流 4m、7mの天井部に配置し、

火源下流 10.6m の位置で路面からの高さ 140mm、420mm、700mm、980mm、

1260mmにツリー状に配置し、その左右の天井部に 2箇所配置している。また、風速

計を火点下流 5.5ｍ、10.6mに配置し 10.6mの位置では、高さ方向に 5箇所設置し計

測する。ガス濃度計は 10.6mの位置に高さ方向に 3箇所設置し、O2、CO2、COの成

分について計測を行う。煙濃度計は 10.6 の位置に高さ方向に 2 箇所設置しトンネル

断面方向で 400mmの幅に投受光部を配置し、レーザー光にて計測を行う。 
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③ Runehemer Tunnelでの試験装置 

 

図は、実大トンネルで試験を実施した際の試験装置の配置図である。FFFSは

火源を中心に前後 25ｍの範囲に 6 ノズル配置されている。また熱気流測定用に

トンネル天井部に FFFSヘッド下流 6箇所、火源に 2箇所、火源下流 15m、25m、

50mの位置にそれぞれ設置している。また火源下流 1000ｍの位置には、熱電対・

風速計・ガス分析系がトンネル中央部にツリー状に 5箇所配置している。視距計

測用のレーザーフォトセルは火源下流 50ｍ、1000ｍの位置 2箇所に設置してい

る。 

また、火源から 5m の離隔をとり燃焼物を配置しており、その前面（上流側）

には熱プレート温度計、上部には熱電対が配置され延焼に対する測定の配置とな

っている。 

 

 

２）模型トンネルにおける実験結果 

 

① 換気風速と最大発熱速度の関係 

図は、縦軸に発熱速度（HRR）を取り、横軸はトンネル内縦流風速、トンネル内空

高さ、その他物性値・湿度等により無次元化したものである。最大発熱速度はトンネ

ル条件が同じであれば、トンネル内縦流風速に依存することが示されている図となる。 
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② 各材料による発熱速度の計測結果 

Fig5,6,7 は、各材質による Crib 火災（木材等を積み重ねた火災）の発熱速度の計

測結果を示している。縦軸には発熱速度（HRR）、横軸は着火からの経過時間を示し

ている。Fig5は木材パレットの燃焼、Fig6は PE（ポリエチレン）の燃焼、Fig7は

PUR（ポリウレタン）の燃焼結果であり、発熱速度の最大は概ね同レベルであるが、

材質によって着火からの立ち上がりの特性が異なることが判る。また、風速が低いほ

うが最大発熱速度に到達するまでの時間を要していることから、前述の Fig4 との相

関が示されている。 

また、発熱速度計測方法は、日本における燃焼重量減少法と異なり、酸素消費法

（ISO5660-1：2002に準拠していると推測）に基づき、酸素濃度、CO濃度及び CO2

濃度より算出していると推測される。 

日本における発熱速度の計算方法である燃焼重量減少法は、燃料の燃焼による重量

変化と放射熱計を用いて算出しているが、水噴霧放水時は水滴の影響があることが課

題であることにより、酸素消費法は燃焼し消費した酸素量を測定することにより発熱

速度を計測することは水噴霧設備の効果を検証するデータ計測として適切である。 

その発熱速度の算出式は下記に示す式に基づき算出される。 
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③ 有毒ガスと視距の測定結果 

Fig8のイラストは、平均 CO濃度を縦軸とし、横軸を経過時間とした図である。

図では、初期風速 6m/sの状態で 5MW5分と仮定し、その後 6m/sに維持したもの

と、3m/s、1.5m/sに変更したものである。最大発熱速度は 100MWを想定してい

る。そのため、縦流風速 6m/sは 10MW/min、また縦流風速 3m/sは 5MW/min、縦

流風速 1.5m/sは 2.5MW/minである。各縦流風速ともに同じように CO濃度が増加

していくが、縦流風速が高いほど（6m/s）ピークを迎え言っているとなるのが早く

なる。 

 このことから、縦流風速を一定程度以上確保する方針としていることが想定され

る。 

 

    

④ Runehamar tunnel（実大トンネル）の実験結果 

a)発熱速度計測結果 

Fig12は実大トンネルで、FFFSの放水試験を実施した際の発熱速度（HRR）の計

測結果である。計測方法は前出と同様に、酸素消費法を用いて計測していると推測さ

れる。燃焼材料は木材パレットを用い、Test2は凡そ 14MW規模で臨界風速（遡上阻

止風速？）の状況での計測結果、Test5は 25MWで臨界風速での計測結果である。凡

例中に記載されている時刻は発火から FFFSが作動するまでの時間を示している。こ

の実験の際の FFFSのノズルタイプは K5を用いて実験をされている。 

 

 



3-64 
 

 

b)CO濃度計測結果 

 Fig16は縦軸を CO濃度、Fig17は縦軸を CO発生量とした計測結果である。CO

濃度及び発生量は、FFFSを作動させると同時に上昇することが判るとともに、換気

風速が 3m/sの場合には、10min以降において濃度・発生量ともに低下することが示

されている。 

 この結果からも、FFFS放水と縦流風速 3m/sの選択根拠につながっていることが

類推されるものである。RISE では FFFS 導入を進める場合に増加する CO 濃度・

CO発生量にどのように対処することが適切な対応であるかを着眼点としていた。こ

の対策として、縦流風速 3m/sの制御と FFFSの組合せが提案されており、FFFS故

障時には縦流風速1m/sに抑制し煙の拡散を最小限にとどめる方針であることが推測

される。 

一方、日本は避難者の避難環境として視距（煙濃度）に着目した評価を行っており、

過去に実施された日本の水噴霧実験では CO 濃度に対しては一部熱気流内で高濃度

が計測されているが、高さ 1.5ｍでは問題となる濃度は計測されておらず避難環境の

影響が少ない考察となっていることに違いがある。また、日本では早期避難により安

全性を確保する整備方針が多く、短時間で避難を完了することから有毒ガスに対す

る評価のウェイトは低く、避難完了までに時間を要する対応についても視野にいれ

た検討を進める必要性がある。このため、水噴霧放水の運用の違い・評価方法の違い

等を含めて、その効果をリスクで表現し分析・比較を行うことを推奨するものである。 
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c)視距計測結果 

 Fig19 は視距の計測結果である。縦軸は視距（m）横軸は経過時間を示している。

計測地点に記載が未記載であるが、風速が 3m/s のケースは 1.5m/s と比較して視距

があることを示した図となっている。 
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３）FFFS放水とHRRの関係 

Fig.33 は、水噴霧水量と発熱速度の関係をしめしたイラストである。自由燃焼の

イメージをベース（灰色線）に示し、放水タイミングを 0点とし、FFFSの放水量が

少ないケースでは、１（青線）のように発熱速度は緩やかに上昇し、自由燃焼よりも

遅れてピークを迎える。FFFSの放水量が多ければ、発熱速度は 0点をピークとし 2

（赤線）のように発熱速度一定に抑える。また、放水量が更に多ければ 3（紫）のよ

うに消火に向かうイメージが示されている。 

これらイメージは、火源の状態（火皿や Crib 等）にもよることが示されており、

実車火災や床下火災他燃焼状態が異なる場合には、適用されないことも考察されて

いる。 
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 ４）その他の計測結果 

 

    図は FFFS 動作時の視認性についての実験結果になる。トンネル内の縦流風速が

3m/s 程度流れている状況下にあるため、火点下流 1000m の地点ではダウンストリ

ームにより視距がほとんどない状況（視距 0ｍ）の状態になる。一方、火点周辺 150m

付近の視認性は 10m程度となっており、この付近の煙の挙動については詳細のデー

タ確認が必要である。 

    これは、日本の水噴霧放水実験の一例では、水噴霧放水により火点周辺（火点の前

後 200m 程度）は煙が速やかに降下し、それを超えた範囲では再び成層状態を保持

する等の考察もあり、RISEにおける実験結果とのデータ対比が求められる課題とな

る。その際には、様々な条件の差異により煙挙動の違いが生じていることが考えるこ

とができるが、RISE（スウェーデン）と日本の大きな運用の違いとして縦流風速の

設定にあることが推測される。 
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図 3.5.26 FFFS動作時の視認性計測結果（⑥論文 Fig34,35,36抜粋） 

 

 



3-69 
 

（４）これからの研究プロジェクト 

    RISEのこれからの研究プロジェクトとしては、既往用いられてきた最大発熱速度

から発熱速度曲線（温度曲線）を用いる新しいモデルとすることを考えている。これ

は、トンネルライニングや実験等のスケール（縮尺）に影響することが想定されてい

るからである。 

    発熱速度曲線については、PIARCレポートにも記述があり、設計計画上の発熱速

度曲線をどのように定義するかによって、換気制御や FFFS の運用タイミングに大

きな影響を及ぼすことが想定される。特に、図 3.5.28に示される Incubation(潜伏期)

に火災の早期検知を行い FFFS 作動させることにより火災規模を抑制することがで

き避難環境に貢献できることが期待される。このためには、①火災の早期検知方法の

技術開発と、②FFFSの作動タイミングによるHRRの抑制効果、③タイミング毎の

CO 発生量 ④火源付近の視距と火源から離れた場所への煙の挙動 ⑤火源付近の

視距悪化に対する避難継続の対応策を複合的に評価することが必要と考える。 

 

 

図 3.5.27 最大温度モデルから温度曲線モデルへの変更（RISE PPT写真より） 
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図 3.5.28 HRRの概念図 

※Design Fire Characteristescs for Road Tunnels,Piarc,2017 
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1. ストックホルムバイパスプロジェクトの紹介 

Johan BRANTMARK  Introduction of Stockholm Bypass Project 

 交通局は 2010 年に設立された政

府機関です。その時に道路と鉄道

が合併しました。この機関はスウ

ェーデンの国道と鉄道の計画、コ

ーポレイティング、維持管理、建

設を担当しております。全ての輸

送モーダルのスウェーデン内陸

の C&R レポートの責任も有して

おります。 

 部署の構成はこちらの通り、計

画、コーポレイティング、維持管

理、二つの建設の部門に分かれて

おります。当局は大規模プロジェ

クトとして、ストックホルムバイ

パス事業を実行しております。 

 当方の担当は、設計で、詳細設計、

スキーム設計、一般設計です。 

 こちらがストックホルムですが、

たくさんの島からなっておりま

す。 

 市の中心があり、これがメーラン

ド島、バルト海になります。そして

それらの間には水路があります。

水路により市は分断されておりま

す。そして今日、市の北側に住んで

南側に働きに行くことは困難が伴

います。そして毎年 4万人、一日当

たり 100 人の人がストックホルム

エリアに流入しております。 

 そして、この海峡を超えるのはわず

かに一つの道路だけです。そして今

朝あなたたちが体験したように交

通渋滞による遅れが発生しており

ます。このため、一か所何か起きる

と、全体に影響して大きな問題となります。 
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 現在私たちは東の部分を除き、内環状道路が完成しております。外環状はこの部分は既に完成し

ておりますが、ここがストックホルムバイパスで現在建設中です。この部分南の部分はまだ計画

段階です。ストックホルムバイパスは延長 20㎞の幹線道路で、そのうち 18㎞がトンネルで、

なぜトンネルになるかというと、ほとんど環境の問題からです。こちらに世界遺産のドロットニ

ングホルム宮殿があり、そしてこのルーバーアイランドが自然保護地域になります。こちらもそ

うです。このため、大規模な建設工事が困難であり、唯一の解決策がトンネルです。 

 建設は昨年始まり、2026 年に完成予定です。2009 年の評価では総工費は 276 億クローネ、米

ドルで 30億ドルになります。 

 これがトンネルの縦断図です。二つのトンネルがあり、一つが 16㎞延長のトンネルで、もう一

つが 2 ㎞です。深さの理由ですが、この海峡の下をくぐるためです。地質的理由から深く掘る

必要がありました。大きな交差部としては高速 E4 号と高速 E18 号線との交差部です。2 か所

のインターチェンジがあります。この 2 か所でストックホルム中心地とつながるようになりま

す。 

 このために 200 人が働くプロジェクト組織があり、設計を担当する一つの技術部門では技術エ

ンジニアリングの専門家が働いております。またこの実現のために 3 つの異なるユニットがあ

ります。一つのユニットは 4 つの連絡施設と明かり部の担当です。一つはトンネルに関する部

分の担当です。もう一つが電気機械等施設の関係を担当しております。このユニットは全て土木

または土木設計を担当し、最後に施設に引き渡すようになります。 

 この工事は二つのフェイズがあ

ります。一つは土木建設のフェイ

ズであり、これが地形的に二つに

分けられます。二つ目のフェイズ

は、施設で、換気、電力、等に分

かれております。 

 また商業的な問題にかかわるユ

ニットがあります。また一つのユ

ニットは、品質、環境、労働環境、

ステークホルダーとの調整、連絡

の部門があります。そしてこの全

体のプログラムと費用を管理するマトリックスを作っております。この部門はプログラム(工程)

と費用を維持するため、この部門は品質とエンジニアリングを、この部門は技術的品質、環境的

品質、費用を担当しております。 

 本日は、技術部門の担当者が来ております。 
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2. 日本側からのプレゼン 

戸枝：日本のトンネル施設の技術動向 

質問事項 

 外環トンネルの交通量はいくらですか？

⇒ 片側 38,000台です。 

 外環トンネルの状況は私たちの E4 バイ

パスと非常に良く似ております。レーン

数、交通量、縦流換気、交通管制センタ

ー、もよく似ております。将来にわたっ

て情報を交換したいと思います。 

 

 

 

市川：日本の高速道路トンネルの水噴霧

システム 

質問事項 

 トンネルのメンテナンスで車線規制が

一般的で、トンネル閉鎖は行わないの

か？ ⇒ トンネル閉鎖の影響は大き

いため、閉鎖はできるだけ行わず車線閉

鎖が主流である。  

 

 

 

金沢大学：トンネル火災時の風速ゼロ制御について 

質問事項 

 この場合、CO 濃度を考えることが非

常に重要であるが、それを考えていな

いと思う。CO の速度は非常に早く人

が死ぬことに繋がる。私たちの組織で

はこれは考えられないが、日本の哲学

では CO コントロールは考えないの

か？私たちは違う考えである。 ⇒ 

CO2 については測定しているのか？ 

⇒ 測定しています。報告書があるが

ドッペポートトンネルで 3m/s くらい

の速度で広がっている。速度は-3m/s から+3m/s の速度で変化している。私たちの結論として
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は、何らかのフローがあるべきである。1mから 2m程度のものは。⇒ もちろん理想的には 0m

であるが、実際は、ほとんどチャレンジングなものである。⇒ 本当に 0m/sにすることが可能

なのか？ 不完全燃焼が起きれば、CO濃度が非常に高くなり、COで死ぬ人が出てくる。ヨー

ロッパの哲学では、COを発生させるような風速は最良の解決策ではない。⇒ ヨーロッパの哲

学ですか？ ⇒ 私がそう思っているだけです。研究を継続したら、同様なモデルになるかもし

れません。ただし、中間の 1.5m/sということにはならないでしょうが。煙のレベル、CO濃度、

は異なる結果で、納得できない点です。 

 ⇒ 火災のところで発生する資料ですが、最初は非常に高温で天井に沿って流れてゆきます。そ

のうち冷えて降りてきます。0コントロールの考え方は、天井にあるうちに煙が下りてこないう

ちに避難するという考えです。⇒ コンセプトは理解できます。初期はそのとおりです。しかし

COはすぐに拡散し、降りてきます。そして問題なのはいつ人が逃げるかということです。それ

には何分もかかることがあります。そして、人間はいつでもいちばん近い避難口に向かうわけで

もありません。また COは CO2のような安定した気体ではなく、発火することがあります。⇒ 

川端先生がおっしゃったことは、煙が下りる前に避難するということです。これはコンセプトで

す。⇒ 考えの違いは理解しました。全てが一致するとかえって退屈ですね。 

 ⇒ 取り残された方がいた場合のことを心配されているのですね。 ⇒ その通りです。すぐ逃

げず、トンネル中で携帯やカメラで撮影したり、長くそこにとどまったりする人がいるわけで

す。私たちの基準では、移動に移る前段階の時間があります。2分間です。その後、車から脱出

し、カバンを取り出し、子供や奥さんや義理のお母さんの世話をして、となるとさらに時間がか

かります。私たちは行動に移るまでの時間を物理的、心理的な面からリサーチしています。人々

は火を過小評価しています。そして逃げようとしたときは手遅れになります。そのため、拡声器

は非常に良い施設だと思います。というのは人の声で命令するのが非常に良いと思うからです。

トンネル内では、縦断方向に拡声放送をシンクロさせて放送できます。従来の拡声放送はそれが

できませんでした。拡声放送は、トンネル内の壁に反射してどこでも聞こえるようになります。

それがドイツのエルベトンネルにあります。同じものが全てのドイツのトンネルに設置されま

した。が、スウェーデンのトンネルではまだありませんが。 
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3. FSE 901通信、制御およびモニタリングシステム、FSE903トンネル換気の契約の紹介 

Peter LINDBLAD  Introduction of Contract for FSE 901 Communications, Control and 

Monitoring System and FSE 903 Tunnelventilation 

 

 

 私の担当は情報、換気に関する契

約です。私が担当しておりますの

は時間とお金とプロジェクトの進

行ですが、昼食前に短くご紹介し

たように、私たちの技術構成は複

雑になっております。 

 技術的な施設設置の基本事項です

が、私たちストックホルムの人々

がトンネル内を安全に移動できる

ことです。このため、安全構造と

して、平行な双設のトンネルとし、

カテゴリーも上級のものとして

おります。トンネルは 2チューブ

で、対面の交通運用はしておりま

せん。 

 

 安全標識は 100 及び 150m の間

隔で設置します。CCTVは、ファ

イブファイブシステムを採用し

ております。全てのストックホル

ムのトンネルは、交通管制センタ

ーに直結しております。そして 24時間 7日間 365日監視しております。オペレーターは、スト

ックホルム全域を監視しており

ますので、システムは非常に高

度な判断ができるようなものと

なっております。 

 オペレーターは全てのトンネル

について詳細な知識を持ってい

るわけではありませんので、決

定を行うために指示を行うシス

テムの助けが必要となります。 

 

 基本的に私たちのトンネルのコ
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ンセプトは、あなた方と同様です。事故が起きた場合(オルフさん：そこは私が説明します)、そ

の場合、避難するというのが基本的考えです。 

 

 そのために沢山の技術的システムが

あります。前述しました通り、スト

ックホルムのトンネルは交通管制セ

ンターに直結しております。 

 このため同じシステム構成に従い、

技術システムは 4段階のレベルに分

かれております。 

 現地設備、ローカルシステムが全て

のトンネルにあります。このシステ

ムでローカルな対応をします。 

 しかし全地域にわたる場合は、ローカルシステムは閉鎖されます。一つのトンネルで非常事態が

起きた場合は、その影響が全領域に及びますので、他のシステムで交通を効率化した方がよくな

ります。そして、決定は、別の管制

センターから行われます。 

 

 私たちは、技術システムの契約を

分割して行うことに決定しまし

た。5つの大きな契約です。 

 トンネルは多くの設備からなりま

す。このため契約方式は、競争方式

です。これに関しては欧州市場に

参加できる会社が多くあります。 

 一つはモニタリングと情報に関す

るもの、一つは電気システムと照

明です。一つはトンネル換気です。一つは交通管制、一つが水供給と消火システムです。 

 

 私たちはコントロールモニタリン

グシステムがあり、32 の自動オペ

レーションエリアに分割しており

ます。 

 また全体の施設を制御できる、リダ

ンダントな二つの集中オペレーシ

ョンシステムを有しております。 

 このシステムが、インターフェイス
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を使って交通管制システムと連結して

おります。またイーサネットベースの

コミュニケーションプラットフォーム

を有し、600アクセスノートです。250

㎞、双方向で 500㎞の光ケーブルネッ

トワークを有しております。それとと

もに、ラジオ、携帯電話のサービス網も

設置されております。ラジオ、携帯電

話、緊急サービス通信が行えます。また

自動車にメッセージを届ける放送機能

もあります。 

 CCTVは、750と書いてありますが、実際は 1000ほどになります。そしてレーダーによる事故

の検知もしております。また煙と熱の検知装置もあります。トンネル内に緊急アクセスのできる

ビーコンとスピーカーシステムもあります。(ビーコンは交通に対してで、スピーカーシステム

は避難の為では⇒そうです)。安全のためのアクセスコントロールですが、非常電話、消火器、

がトンネルの中にあります。 

 次の契約ですが、電気の配電ですが、グリッドネットワークを有する 3 つの電力ステーション

があります。そして二重のリダンダントなグリッドの 49のサブステーションがあります。また

69の変圧器があります。また当然ですが、非常用の UPS電力装置があります。また異なるシス

テムの照明設備があります。 

 

 また換気ですが、240から 250のジェット

ファンがあります。また、これに示すよう

に 6つの補完システムがあります。11の異

なるステーションで、全部で 48 の軸流フ

ァンがあります。 
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交通管制システムですが、およそ 1000 の車線

信号(lane signs)があります。また交通検知装置

は、速度と交通密度を検知します。またトンネ

ルを区分する 60 の閉鎖装置があります。また

およそ500のグラフィックメッセージ信号があ

ります。方向指示にも使えますし、緊急時にも

使用できます。 

 

 

消火システムに関する水供給および水処理シ

ステムですが、二つの処理システムがありま

す。10の大きなポンプステーションは標高差がおよそ 100mあります。FFFSシステムのポンプステー

ションは、600,000㎡をカバーします。 
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4. E4ストックホルムバイパスの安全対策に関する事項 

Ulf Lundström： Tunnel Safety Officer 

 

 都市トンネルの安全性確保は EU指令に

よったものとなります。私はトンネルオ

ペレーターとトンネルコンストラクター

のガイダンスとコントロールを行う役割

を持っております。 

 EU指令では、トンネルの設計と建設、管

理の規則を規定しております。このため、

私は新しいトンネルだけでなく古いトン

ネルについても言及します。 

 このスライドでは、この地域にたくさん

のトンネルプロジェクトがあることが分かります。特に重要なのはこの 2004年の南環状のトン

ネルです。そして 2015年の北環状トンネルです。そして大きなプロジェクトとしてこのバイパ

スですが 2008年と書いておりますが、完成には至っておりません。この 3つのトンネルでおよ

そ 10年の経験を有しておりますが、どのように安全コンセプトが形成されたかを説明いたしま

す。 

 この南北の環状線のトンネルを連結することですが、まだどうなるかわかりません。 

 

 この写真が基本的な安全コンセプトを示し

ております。このコンセプトはほとんど日

本と似ているかと思います。火災が起きた

場合、レスキュー車両は直接トンネル内の

事故の影響範囲に向かわず、近くの個所に

行きそこから現場に徒歩で向かいます。 

 これは同じ場所で人々が避難する場合で

す。大きな事故で火災の発生が疑わる場合、

そこで待機し自動車に戻ることなく、彼ら

を輸送する車を待っています。 

 ここで、車がストップし、事故現場には行

かないようになっています。 

 

 東京にも大きな管制センターがあります

が、同様に管制センターで、コントロール

します。 
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 このような車両もあり、事故が起こった

場合このような車両も使ってまいりま

す。いまこのような車両がストックホル

ムをパトロールするものが 4台あります。 

 このような車両が、トンネル内で何か起

きた場合、重要な設備となります。この車

両が停車している車も移動する、そして

停車している車を保護する役目も果たし

ます。 

 そして事故の 5 分後には避難のためにト

ンネル外への人の誘導ができるようにな

ります。そのため、拡声装置の使用の必要性を下げることができるのではと思うのですが、あっ

た方がさらに良いと思います。 

 

 これは 2004年に開通した南環状です。本線が 3㎞、全部を合わせると 15kmになります。私た

ちは全線縦流換気を行っております。避難口の間隔は 100m になります。このトンネルは設計

上非常に安全とみなされていました。しかし、一つ問題がありました。交通上の状況です。 

 

 避難口の間隔が 100mと考えましたが、消火栓が一分間に 2500リットルで、こちらに道路情報

板があり、少なくとも二つは読めるようになっております。ラジオ放送の割込み放送機能があ

り、ドライバーに情報を伝えます。カメラシステムから、停車車両にアラームを発します。熱検

知システムも設置しております。タンクから燃料が漏れた場合は、それを排水する排水路も設け

ております。それは、このトンネルは全ての物資を積んだ車両が通行できるように設計されてい

るからです。このトンネルは、地上を走るよりもトンネルを走る方が環境上良いと考えられたか

らです。また、路肩は 2m確保し、車が停車できるようにしました。また両サイドに携帯電話用

の通信カバー施設があります。 
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また全ての避難路には非常電話を設置し、消火器を設置しました。次のトンネルに行くまで 4つ

の扉があり、空間を遮断します。これが 2004年のトンネル非常用設備で、非常に安全と考えら

れました。 

 

 しかし、火災対応コンセプトが機能するためには、車が常に動いていることが前提でした。事故

が起こり火災が発生した時は、前の車が動いて出ていけるのが前提でした。新鮮な空気が中に入

っていて、後方の車は安全な距離を置いて停車していると考えました。 

 2003年南環状が完成し、推定では 6万台だ

った実際の交通量は 100,000 台となりまし

た。そのため、ラッシュアワーで車がゆっく

りと動くことが問題となりました。そのた

め、火災の際、特に大きな車両の火災の際、

下流側の車が出て行っていないということ

が問題となりました。このため、中で交通渋

滞が起きた場合、トンネルを閉鎖しなくては

ならなくなりました。このため、ラッシュア

ワーの時に遮断機が下りるという事態にな

りました。皆様が今朝体験したように、周りの車に大きな影響を与える事態となっております。 
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 それに対する問題解決ですが、北環状

を建設する時は、火災規模を小さくす

るためのFFFS設備(水噴霧)を設置し、

避難するまでに、熱や煙を小さくする

方法を取りました。これが一番の南北

の違いになっております。しかし、こ

の南環状の問題が北環状の設備に生か

されるためには、情報の入るのが遅い

段階でした。2009年にこの 4つについ

ての新しいコンセプトが採用されアッ

プデートされたため、トンネルの設計

は既に終了しており、そのためのさかのぼっての修正が必要となりました。 

 

 アップグレードのコンセプトは、検知方式、交通制御・マネージメント、情報伝達、FFFS式の

消火装置の改良の 4 点です。この FFFS設備ですが、建設の方からは抵抗がありました。安全

性の上では、費用対効果が良いとは考えられませんでした。 

 

 次に交通管理について述べます。交

通管理とランプメータリング、戦略

的な情報提供によりトンネル内に車

が滞留することを避けようと考えて

おります。南環状が渋滞を起こして

いるときは、ラジオで警報を流し、南

環状が閉鎖される可能性を伝えま

す。道路分岐部では別な道路を使う

ように情報を流します。 

 交通管理は、インシデントの起きた

時の場合を改善しました。火災が起

きた時は、トンネルの外側の信号を

全て緑にして、トンネル内に車を流

し滞留させないようにしました。こ

ちらの図ですが、ジャンクション部

で信号が赤だとしても、トンネル内

で事故が起きた時は、5 分間緑にし

てすぐに流すようにしています。ト

ンネル内のどこかで火災の起きた時

は、今示しているようにルートを閉

鎖し、他から出ていくようにします。 
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 火災検知も改善しました。火災検知

の温度は絶対温度だったものを、温

度勾配を測定したものを使用するよ

うにしました。異なる部分で、異なる

温度の検知感度としました。10秒に

1 度の変化でアラームを出すように

しました。このアラームは、本当のア

ラームではなく、プレアラームとな

ります。この段階で、オペレーターが

カメラをその部分に向け、何が起こ

っているかを見るわけです。そして

換気は対応して機能するようにします。そして TVカメラによる煙検知です。 

 私たちはその他の極めて多くの警報システムがありますので、これがアラームのプライオリテ

ィを示すマトリックスです。同時にアラームが機能するわけではありません、何が優先されるか

が示されます。 

 このうち一つ、車両の停止や非常口の開放でプレアラームとなりますが、この幾つかが同時に起

こると本当の警報となります。それ以外に道路支援システムからの警報、非常電話からの管制セ

ンターへの電話が行ったりした場合、プレアラームでなく、本当の警報となります。 

 他の方法の研究については、RISEと共同して行っております。こちらの方にフレームディテク

ター(炎検知器)を上げておりますが、これは実際に使っているわけではありません。 

 ストックホルムバイパスプロジェクトでは、考えられる他の検知方法を模索しております。 

 5メガワットのHigh SP 6m/sの風速のプレアラームの方法を検討しております。 

 

 これは北環状でのテストサイトの様子です。煙検知を 250m 間隔に設置しました。そしてオペ

レーターは、250mの間隔でどのように見えるかわかりました。煙検知器は炎検知に比べ車が発

火する前に検知でき、早期に火災を検知できる利点を有しております。またユーザーへの情報提

供も早くできます。火災がここで発生し、交通がこのように入ってきますが、一番近い他の入り

口を遮断します。そして天井のところに特別なメッセージサインが掲示され、トンネルから出て

いきます。そしてこの区間のところでは、車を停止し、避難口から出ていくことになります。 

 こちらは難しいところですが、トンネルから出るか、避難口から出るのでしょうか。この場合は

どちらが良いのか実際に起こる前に判断するのは難しいです。その場合にはトンネルから避難

してくださいとだけ伝えます。99.9%のドライバーは、トンネルを出て行こうとします。こちら

の人も火災を避けて出ようとします。 
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 四つ目の FFFS 設備ですが、設計目標ですが、主な目的は、火災の規模を抑え、火災の拡大を

防ぎ、時間を稼ぎ、避難を支援すること

です。このためできるだけ早く稼働させ

る必要があります。 

 消火は消防により行われます。 

 消火は社会経済的にリーゾナブルなもの

にする必要があります。計算により正確

な安全方策であることを示す必要があり

ます。費用評価では、シンプルで頑丈な

ものを対象にする必要があります。 

 私たちは従来の手法であるトンネルスプ

リンクラーではなく、新しく FFFS設備

を設置するものです。 

 これが解決策です。新しい材料、パイプレイアウトを最低限に、ウォーターデンシティは一分間

で 5から 10㎜とします。これは既存の消火栓から供給可能です。私たちは消火栓システムを利

用し、お金はかかるのですがメインパイ

プと接続します。これは既存の水道シス

テムと接続していますのでポンプは必要

ありません。費用は 0.5 百万ユーロ/トン

ネル kmです。以前は 1.5百万ユーロ/km

ほどのため、およそ半分になりました。 

 

 避難路はこのように見えるわけですが、

これが避難口でこれが消火栓になりま

す。それぞれの避難路には二つのセクシ

ョンがありそれぞれに消火栓がありま

す。 

 北環状では 150mごとに避難路があります。このパイプが約 75mあることになります。費用の

ほとんどがこのパイプの費用です。

さきほど 5mm と言いましたが、各

セクションで確保できるかは分かり

ません。両方を機能させても同じよ

うに効果があるかは分からないた

め、先ずは一つのセクションを使用

します。こちらが北環状で使用して

いるシステムです。プラスチックで

コーティングしています。5mのパイ

プになっております。これが昔の消
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火栓です。これが道路横に設置されているスプリンクラーの写真ですが、これは使われておりま

せん。一つのパイプをトンネル中央に設置し、また側面のスプリンクラーは壁から壁 15mの距

離で設置されています。 

 

 これが側壁に設置されます。このようになります。こちらのパイプから出ている様子で、3車線

に対応しています。75m のセクションに対応しています。これが次の避難口で、これが見えて

おります。こちらにかなり多く降ってきております。低圧力でかなり大きな水滴となります。 

 

 

 RISE ではかなり様々な研究が行われ

ております。火災の拡大を防ぐため大

きな粒としております。私たちはガス

を冷やすのではなく、路面を濡らすの

が目的です。ガスを冷やすのではなく、

車などを冷やすことで、火災の拡大を

防ぐのが目的です。粒が大きいと視認

性も良く、火災が確認された時 FFFS

チームをすぐに稼働できます。 

 

 

 可燃性燃料のたくさんの試験を行い

ました。これまでネガティブな影響は

出ておりません。 

 

 

 大きな粒を使って煙をわざと拡散す

るのが狙いであり、あなたたちの方法

とは違う。 

 私共のたくさんの試験レポートがあ

ります。オフィシャルなものですし、

たくさんのフルスケール試験もあり

ます。 
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5. E4 ストックホルムバイパスの換気制御の運転試験(Commissioning) 

Rune BRANDT Commissioning of the Ventilation Control of the E4 Stockholm Bypass 

 

 今からコミッショニングについて

お話しいたします。 

 皆様、ここで見られることと、行わ

れていることの違いについてみら

れていることと思います。 

 私はリヨンで木曜日、対面通行の

トンネルの換気についてお話しす

る予定にしております。0ベロシテ

ィについての議論がそれより早く

行うことが出来ました。リヨンで

は夕方にはビールを飲みながら良

い議論ができると思います。 

 私はスイスにおりますが、こちらの交通局の換気についてアシストしております。私は、デンマ

ークとスイスのハーフで、ケンブリッジで教育を受けました。 

 ストックホルムの事業の概要と日本の事業は非常に良く似ておりますが、少し違う点があると

思います。 

 

 こちらの方で長いテキストになっておりますが、基本的には同じ確認するシステムです。試運転

をして、コントロールシステムが機能するかを試験します。交通局がクライアントになります。 

 

 SMRTスマートであれとしていますが、この意味は、Save Money and Reduce Time（金を節

約し、時間を削減する）という意味です。問題はどうやってこれを達成するかです。 

 一つの主要なメッセージは、設置前に、シミュレータテストを行うことです。 
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 トンネル全体には、250 の煙検知器があり

ます。これが全システムの概要です。これが本線で、ランプがあります。グリーンはジェットフ

ァンで 250あります。これは 2種類あります。一つが本線用で、一つがランプ用です。空間の

制約から、一つのタイプよりも二種類が用意されております。煙検知器は、それぞれのジェット

ファンごとに設置されております。この煙検知器と近いジェットファンを合わせては使用グル

ープとはできません。ジェットファンに近い煙検知器のデータはそのジェットファンには使え

ません。 

 空気交換所の運転方法はわかりませんが、セクションあたりで、毎秒600m3の容量があります。 

 一つのステーションが排煙のコントロールを行いますが、こちらは両方のトンネルチューブに

使用されます。これはプロジェクトの後半に行われたためです。こちらには坑門出口の排煙があ

ります。坑門周辺を守るためです。 

 一つの局面としては腐食に関するものがあります。全ての道路、トンネルには腐食の問題があり

ます。風力センサーですが、皆様はプロペラタイプですか、それとも超音波タイプですか？⇒ 

交通空間に近い超音波タイプです。⇒ 交通空間での測定は、一つの測定点では、平均の風速と

の違いが生じます。私たちは一つの断面に 3か所のセンサーを付けております。3つあると適切

な風速を出せます。これはトンネルの風速のコントロールが非常に難しいからです。これがこの

ように風速計が沢山ある理由です。それに対し、エアクオリティ(空気質)センサーは少なくなっ

ております。これにより一酸化炭素、視認性、NO2、NOｘが測定されます。非常に多くの技術

的情報ですが、これは必要です。モデルベースやいろいろな制御システムは最新すぎて使えませ

ん。 

 

 基本的にあなた方のコントロールシステム

の方が私たちのものよりはるかに進んでお

ります。しかし、私たちは理解できないシス

テムを使用したことによるリスクを負いた

くありません。それで理解できるシステム

で、理解しながら試験しコントロールする

方を選んでおります。 

 



STA 

3-91 
 

 このためコントローラーは、このようなシン

プルな 5 段階のステップでの古典的なシス

テム試験を行っております。上がってゆくと

スイッチを入れ、下がっていくとスイッチを

切ります。このため最低限の時間を要しま

す。 

 それではこれを延長の長いトンネルでどう

実行するかの問題となります。非常に多くの

センサーがあります。それぞれが論理的換気

センサーであり、最大値を取りますが、こち

らにコントロールステップジェネレータがありますこれは非常に新しいものです。それをこち

らで説明します。 

 おそらくこのセクションが、コントロールステップで、数値を上げています。こちらでは下げて

います。 

 私たちは非常にシンプルな論理的なルールを定めました。いつ上げて、いつ下げるかです。 

 このセクションですが、空気のクオリティは、この部分を変えるときには、別の部分の空気のク

オリティもわかっていなくてはなりません。クオリティを付け、対応していきますが、もちろん

すべてをクオリティの 1 番にすることはできません。ジェットファンが一番で、その後このエ

ックスチェンジステーションです。この部分を最後に話させてください。 

 最初のポイントは、いつこの坑門排気のスイッチを入れるかです。非常に簡単なルールです。外

の空気のクオリティがここと同じ場合です。しかし中のクオリティよりは悪いわけです。その場

合スイッチを入れません、何の役にも立たないからです。 

 次のルールですが、こちらより大きなフローを排出しないことです。最大のフローは、トンネル

内のフローになります。 

We never extract more flow that come to this point.  Maximum flow is what comes through 

that tunnel.  

 日本はわかりませんが、オーストラリアでは、外から中へフローが生じるようにしております。

その方が換気の効率が良いからです。 

We have to make sure flow comes in from outside. Then you each exchange the more when 

it comes from extraction point. 

 ⇒ こちらは順方向にしか出さないとしているので、オーストラリアと日本とでは違う。 

 問題となるのがここの悪いエアクオリティの問題です。このジェットファンを使用し、減少させ

ます。こちらのランプから取り入れるか、本線から取り入れるかです。これを簡単な解析ルール

で、手計算でできます。 

 換気施設ですが、同様な装置が、沢山のセクションにあります。ここの部分がエアクオリティが

悪い場合、それぞれの装置が関連して作動します。しかし実際にトンネルがオープンして 2 年

くらいしたら、もう一度、あなた方のようなオプティマイズなシステムに回帰するかもしれませ

ん。しかしトンネルのデータ無しにこれを行うことは出来ませんでした。 
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 この利点は、非常に論理的なコントロールサークルです。各施設がそれぞれ自分のコントローラ

ーを作動させます。こういうものは私はちゃんと理解できます。 

 次に火災の場合ですが、これがアクティブなコントロールです。トンネル内の風速を測定し、軸

方向のコントロールを行います。フィードバックレギュレーターは、みんなが言っている PID

制御は、P だけで良く、ID はいりません。D ははじめだけですし非常に早く、I はサーキット

バリューでほんのわずかな違いで 3.0m/sです。私たちはフィードバックコントロールについて

たくさんの経験を有しています。これが私たちが風速計に関する速度測定を行う理由です。 

こちらが煙排出装置です。こちらが機能しないと次が対応します。 

これが本線の火災の場合です。全ての枝線で 1m/sの風速となる制御をします。 

これについて、全ての 5つのケースについて同様な原則に基づく対応をします。 

 実際には 3m/sの風速で、同時に交通渋滞がある場合も同じです。止まっているときもそうです。

もし FFFS消火システムが起動している場合は通常のケースで、いつでも 3m/sです。 

 皆さんはおかしいと思うかもしれません。人は下流方向にいます。人は 3m/sの速度では進めま

せん。皆さんが明後日お会いするインガソンさんは、経験上 3m/sの方が 1m/sよりも生存率が

高いと言っています。 

 FFFSシステムが機能する時、視認性の問題が生じます。FFFSシステムが機能しない場合、あ

るいは交通渋滞がある場合、速度だけを 1m/sに低減します。でも交通渋滞とは何かが問題です。

交通速度が 10km/hより低い場合です。この場合は非常にレアなケースです。この場合は、煙よ

りも交通の方が早くなります。しばしば人は交通渋滞と交通の停止の場合の違いがよくわかり

ません。若しここまでのお互いの相違点が増えた場合はリヨンではビール二杯になるかもしれ

ませんので、相違も良い点です。 

 換気はプログラム上のヒエラルキーがあります。通常オペレーション、火災換気、換気の停止が

あります。原則的に自動的に上に行くことになります。No8 が通常オペレーションです。通常

のメンテナンスの CO の閾値はもっと低いものとなります。トンネルのメンテナンスでは CO

濃度は 30ppmです。火災の場合は 100です。 

 タイムスケジュールですが、….となります。 

 もし何らかの理由でエアクオリティが非常に悪くなった場合は、換気を最大限に使うようにな

ります。トンネル内のエアクオリティが悪いという理由でトンネルを閉鎖することはしたくな

いからです。さきほど通常のオペレーションの場合、3m/sとお話ししたと思います。オペレー

ターは最小限も選択できますし、最大限も選択できます。同じプログラムですが、単に設定が違

うだけです。特別なセクションのコントロールをすることもできます。全ての設定をフリーズ

し、個々のファンを選びます。そうすると自動コントロールはストップします。 

 オートマチック設定が機能しないと、固定設定を使います。 

 多分最後に言う点は、コントロールシステムが機能しない場合は何も変えないというのがトン

ネル換気の哲学です。 

 最後にエラートソンさんが、これがどのように機能しているかを説明します。 
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Lars ELERTSON 

 

 これをどう適切に作動させるかに

ついてお話しします。 

 私たちはトンネル換気シミュレー

ターを使っています。これはトン

ネルに対応する数学的モデルで

す。センサーが付いているトンネ

ルの自然な応答を擬態したモデル

です。 

 ソフトは IQVU8 というストック

ホルムの会社がつくったもので

す。トンネル換気シミュレーターは、リビルドコントロールシステムと結合されます。 

 これが IDARTV でこちらがトン

ネルです。トンネルエリアを特定

します。例えば交通流を、温度、空

気などを、設定します。通常トンネ

ル換気をつくる時は、シミュレー

ターのロジックを設定します。コ

ントロールエレメントの設定をし

て、火災の場合の換気システムが

どう作動するかを見ます。 

 

 

 

 コントロールブロックはほとんど

一般の産業で使われるコントロー

ルシステムと同じです。このソフ

トが IIDARTV と呼ばれているシ

ミュレータプログラムです。これ

が OPCにつながれ、PLC、産業コ

ントロールシステム、コントロー

ラー、ヒューマンマシンインター

フェイス、プロセスピクチャーに

つながります。これがつながり、

リアルタイムのシミュレーターと

なります。 
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 これがシドニーのクロスティトンネ

ルからの写真です。オペレーターイン

ターフェイス、トンネルシミュレータ

ー、PLC、産業コントロールシステム、

です。 

 この目的は時間の削減のためです。ト

ンネルをオープンする前にもっと時

間をかける必要がありました。試運転

の時間が二週間しかありませんでし

た。不可能と言いましたが、私たちは

通常半年かかりますから。バグを見つ

けるために、このトンネルシミュレーターを用いました。たくさんのソフトウェアの間違いを発

見しました。しかし、この設置の後は、一つのパラメータを変えただけです。 

 4つのファクターで分けなくてはなりませんでした。しかし未だになぜそうなのかは分かりませ

ん。理論が違っていたからです。 

 これは非常に良い考えだと思いました。このように連結するとどのようにシミュレーターが機

能するか、テストのために使うのはこちらです。同時の私たちのオペレーターのトレーニングに

も使えます。 

 一番上にHMIがあり、マンマシン

インターフェイスがあり、コントロ

ーラーにつながり、こちらにコント

ロールマトリックスがあり、異なる

セットポイントと、プライオリティ

により、250のジェットファン、48

の軸流ファンがあります。何百のセ

ンサーから詳細情報が集まります。

火災の場合、通常の場合の換気が行

われます。コントローラーからのア

ウトプットが出され、トンネルシミ

ュレーターに行き、このシミュレー

ターがジオメトリーロードモデル

温度を設定します。異なるナチュラルロードパラメーターに対する温度、風圧を計算します。ト

ンネルシミュレーターが答えを返します。 

 もし火災が起きているなら、火災の位置と火災の規模を特定します。そうすると風速のところに

もどります。風速がコントロールに来ると、次のところに行きます。全てがリアルタイムで動き

ます。 

 テストが終わりますと、プログラムが完成します。この試験が終了し、実際のトンネルに適用し

ます。 
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 ここに FAT と書いておりますが、

Factory Acceptance Test のことで

す。これをオフィスの環境で作り、全

てのトンネルシステムを入れており

ます。これを一年間試験します。これ

をトンネルシミュレーターに使いま

す。そして現場試験 Site Acceptance 

Testを行い、その結果を実際のトンネ

ルにインストールします。私たちは

50,000 パターンの試験を行いまし

た。その後オペレーションアクセプタ

ンス試験を行います。その利点は、初めに間違いを発見することができます。早い段階で設計の

問題を特定可能です。この作業は現場受入れ試験前に修正する必要があります。 

このため、実際のトンネルに設置されるのと同じ数のものが使われます。これはスウェーデン輸

送局で使われる手法と同じです。こ

の組織が最終的な承認を行います。 

 

 2004年の EU指令では、監督組織と

マネージメント組織が別であり、マ

ネージメント組織がここになりま

す。またここにトンネル安全官と点

検ユニットがありますがこれも規定

されております。 

 

 

 以前は政治的圧力から早く開通させ

なくてはならなかったわけですが、

そのため、全ての試験を早く行う必

要がありました。現在はこのような

シミュレーターで時間の削減がで

き、SMARTな対応ができるように

なりました。シミュレーションに使

った金額は時間の削減につながり

ます。SMARTな対応のためにはシ

ミュレーターを使うべきだと思い

ます。 
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6. E4ストックホルムバイパスの 3D画像 

 ３D画像について 
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7. 意見交換と要約 

 沢山の資料がありますが、150あります。さきほどの 5種類の契約については、一部は非常に詳

細な記述になります。例えばトンネル換気、これは 10月に EUのコントラクターに対し発表さ

れることになります。これについては、リリースされた後でお知らせしたいと思います。 

 また、ご質問に対する回答ですが、全部答えるのに 1か月か 2か月かかると思います。 

 今日お話しした内容ですが、非常に多くの内容を含んでおりますので、たった一日で終わらせる

ことはできないと思います。私たちの事業は非常に似通っております。 

 ⇒ 本日のメンバーは点検管理を行っているメンバーですので、点検に関する書類はいただけ

ますか？ ⇒ メインオフィスの管轄です。あります。どの分野ですか？⇒ メカニカル点検の

分野です。⇒ メンテナンスと予防保全の分野ですね。 

 ⇒ 脱硝に関し、⇒ 問題となっていない。センシティブな問題。 

 こちらのトンネルに関するセカンドオピニオンの書類もあります。有名なトンネル換気の教授

である Peter Sturmからの意見です。レイアウトや製造プロセスに関する非常にいいものを出

しております。Grazの先生です。 

 ⇒ 換気運用の場合の 1m/sと 3m/sの使い分けですが、1m/sは渋滞をしているときと、水噴霧

をしているときということですか？ ⇒ もし FFFS が機能していない場合と交通が停滞して

いるとき、10km/h の場合は、1m/s です。⇒ その理由は水噴霧をしているときは煙が下りる

からですか？ ⇒ そうです。いずれにしても水は下に落ちますので、視認性は同じように落ち

ます。そして CO濃度は 3m/sの方が低いです。⇒ そうすると、火災が発生した際は 1m/sに

して、避難が完了したら風速を上げてゆくということですか？ ⇒ 違います。通常は 3m/sで

す。特別な事態として、FFFSが機能しない場合、壊れている場合、煙の拡散を防ぐためです。

セルフローと非常に類似しております。非常に危険な煙の拡散があり、違いは燃焼を行う(COを

発生させない)には空気を与える方が良いと確信しているためです。そのため、1m/sを使ってお

り、0m/sは使わないということです。明らかにお互いの考え方が違っているということだと思

います。 

 これが問題でジレンマです。これが 0ベロシティの状態です。CO濃度が非常に高くなります。

もし非常口が無い場合、死者が出ることになります。これは特別な研究の内容です。長いトンネ

ルで非常口の無い場合です。問題は同じです。⇒ この図の時間のオーダーが違うということを

感じました。我々は 600 秒、10 分です。10 分たてば避難できるように考えております。 ⇒ 

多分、あるいはそうでないかもしれません。人間は機械ではないため。でも早い段階で人が逃げ

出せないことが分かります。そうしますとできるだけ風を送っていかないとならないというこ

とになります。これはノルウェーの一つの安全部門が言ってきたことです。⇒ 高さ方向の CO

濃度は ⇒ これは高さ方向平均の CO濃度です。ウェブページに CFD Studyがありますの

で、それをお送りします。私たちは CFDモデルを使い研究しています。ここで速度を変え、CO

発生を比較します。組合せと多くの経験との比較を行い、確認を行いました。二つの高さの比較

を行いました。1.7mと 1.0mです。速度が遅いと CO濃度が非常に高くなります。1.7mの高さ

の CO濃度です。⇒ 時間の影響は ⇒ ここが 10分のところです。⇒ 川端先生は短い時間

に焦点を当てております。しかし今は比較的長い時間を対象としております。⇒ どこで煙が下
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に向かうかというと、1m/sで 1.5分でありこれが結論です。でもともかく CO濃度を考えない

といけないと思います。スウェーデンでは通常 7 分が普通の数字です。しかし、ベストコンデ

ィションであるべきだと思っております。⇒ 縦流換気では避難を早くすることが非常に重要

で、避難が遅れると非常に危険な状態になります。⇒ そのとおりです。 

 質問ですが、その中でテロ対策は、現在重要な問題となっております。 
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３．７ その他（本線走行時の） 

（１）規制方法 

 片側 2車線の道路で対面通行規制を行っていた。 

            図 3.7.1 対面通行規制 

片側通行の始点部は S字クランクにより規制。 

図 3.7.2 対面通行規制（始点部） 
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 低速車両ため大型車 2台で後尾警戒を実施。 

図 3.7.3 後尾警戒 

 

図 3.7.4 低速車両 
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（２）標識車 

図 3.7.5 標識車 

（３）遮断機 

 トンネル坑口には遮断機及び信号機（路肩、中分側 2箇所）が設置されている。 

図 3.7.6 遮断機及び信号機 
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（４）分岐部イルミネーション 

 トンネル内の分岐部には LED を用いたデザイン性のあるイルミネーションが設置されている。 

図 3.7.7 分岐部イルミネーション 

（５）基礎部モルタル 

道路照明や情報板等の基礎部とベース部はモルタル詰めされていない。 

図 3.7.8 照明基礎部 
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図 3.7.9 トラス門型柱基礎部 

図 3.7.10 道路照明基礎部 

 

 

 

 

（６）電線路 
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道路照明の電源ケーブル支柱間で架空されている。 

図 3.7.11 電線路 

（７）情報板を用いた標識（情報戦略） 

 標識前面が LED化されており路線案内に用いられていた。また路線番号と行先のみの標記であ

る。 

図 3.7.12 情報板を用いた標識 
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３．８ 添付資料 

（１）RISEプレゼンテーション資料①② 



Research Institutes of Sweden 

RISE SAFETY AND TRANSPORT   

 

Safety and Transport 
 

2 

RISE- governmental 
research institute 

Breakdown of turnover 

3 

56% 

 20% 

18% 

6% 

Industry

Swedish Government

National project funding

EU projects

Concrete Pharma Pulp Bioeconomy Urban Water Surfaces Pilot plant 

Measurement Fire Radio Wood Antibiotics Certification Electronics Chemistry 

Agro Mechanics Glass Calibration Pulp Paper Energy Big data 

ICT Food Packaging Corrosion Safety Air Machine Programming 



5 

RISE Safety 

6 

Fire Dynamics  reaction to fire 

7 

Fire Dynamics  fire protection 

8 

Fire Dynamics  shipping, offshore and risk management 



9 

Fire Resistance 

10 

Automotive  component testing 

11 

Full-scale fire tests 



13 

Certification - Fire suppression systems  SPCR 199 

14 

Rolling stock 

15 

New fuels  -  new challenges 

16 

Battery and E-Vehicle Testing 



17 

Safety Management with regard to fire 

18 

Fire investigations 

19 

Active Safety testing 

Research Institutes of Sweden 

 
 

Safety and Transport 
 

THANK YOU! 



Research Institutes of Sweden 

TUSC - TUNNEL AND 
UNDERGROUND 
SAFETY CENTER 

Safety and Transport - Fire Reserach 

2 

Tunnel and Underground Safety Center (TUSC)  
 

3 

Goal 

4 

Research proposals  Fire Dynamics in tunnels 



5 

Research proposals- Design och evacuation 

6 

Research proposals  Trains and other vehicles 

7 

Research proposal  Rescue services 

8 

Examples of recent and new research projects 



9 

Examples of recent and new research projects 

10 

Examples of recent and new research projects 

HRR CO % CO yield 

11 

Examples of recent and new research projects 

12 

Examples of recent and new research projects 



13 

Examples of recent and new research projects 

Low ventilation 

High ventilation 

Model scale 

Full scale 

New Models Old Models (Upper Limit) 

14 

Examples of recent and new research projects 

Research Institutes of Sweden 

TUSC - TUNNEL AND 
UNDERGROUND 
SAFETY CENTER 

Safety and Transport - Fire Reserach 

THANK YOU! 
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第４章 米国トンネル技術動向調査 

４．１ 調査概要 

訪問先機関は、米国シアトルにあるワシントン州交通局（Washington State Department of 

Transportation, WSDOT）およびボストンにあるマサチューセッツ州交通局（Massachusetts 

Department of Transportation, MassDOT）である。 

本調査団は、15名で構成され、2018年2月4日から10日までの間で、両交通局におけるトンネ

ルの建設・維持管理・点検技術等に関し、現地調査および意見交換を実施した。 

次ページ以降に、本調査の調査概要、調査参加者および調査行程を示す。 
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表4.1.1 ワシントン州交通局（シアトル）調査概要 

訪問先

窓口 

Bijan Khaleghi, Ph.D., P.E., S.E. 
State Bridge Design Engineer, Bridge & Structures Office, 
Washington State Department of Transportation (WSDOT) 
Address: 7345 Linderson Way SW, Tumwater, WA 98501 
Cell: 360-489-2706, Email: khalegb@wsdot.wa.gov 

調査 
概要 

1. アラスカン・ウェイ・バイアダクト (AWV)・プロジェクト調査 
シアトルの町の海沿いを囲むアラスカン・ウェイ・バイアダクトは、1953年に建設

され、老朽化が著しく、1989年のローマ・プリタ地震により3/4が倒壊した経験を持つ
。本プロジェクトは、当該高架橋を撤去し、2層式トンネルに取り替える工事である。
トンネルは大口径シールドマシン（直径約19m）で掘削され、2017年4月に貫通し、現
在は、内壁や床版等の工事が進められている。本調査では、当該トンネルの建設・施

工・維持管理に関して調査を行う。また構造が特殊であるトンネルに対する非常用施

設の設計及び運用に関して調査を行う｡ 
2. マウント・ベーカー・トンネル (Mt. Baker Tunnel) 調査 
 マウント・ベーカー・トンネルは、1991年に完成した2層式トンネル（上段：歩行者
、自転車、下段：車両）である。本トンネルは施工方法に特色があり、トンネル軸方

向に24のコンクリート柱を打つことによりアーチ効果を形成し、その後、トンネルの
中の土を取り除く工法を採用している。本調査では当該トンネルに関する設計および

施工の考え方やその後の維持管理等について調査を行う。 
3. トンネルの設計施工・維持管理・非常用施設に関する意見交換 
 アメリカ合衆国のトンネル分野におけるPIARC代表委員であるDr. Bijan Khaleghi氏
らと、我が国からは日本のPIARC代表委員である砂金(土木研究所)および高速道路会社
関係者、PIARC日本関係者とで意見交換を行い、最新のアメリカ合衆国のトンネルに
関する動向を調査する｡  

地 図 

 

表4.1.2 マサチューセッツ州交通局（ボストン）調査概要 

訪問先

窓口 

Joseph Rigney, MSCE, PE 
Tunnel Engineer, Highway Division 
Massachusetts Department of Transportation (MassDOT) 
Address: State Transportation Building 10 Park Plaza, Boston, MA 02116 
Cell: 857-368-9308, Email: Joseph.rigney@dot.state.ma.us 

調査 
概要 

4. トンネルの点検・維持管理に関する調査 
 MaasDOTが管理するトンネルの点検基準・方法・記録・使用機器および維持管理（
天井板の対応等を含む）に関して調査を行う。 

地 図 

 

AWV Mt Baker T

AWV Mt Baker T

MaasDOT Building
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表4.1.3 調査参加者 

氏名 所属・役職 

1 砂金 伸治 
ISAGO NOBUHARU 

国立研究開発法人 土木研究所 つくば中央研究所  
道路技術研究グループ(トンネル) 
上席研究員 

2 真下 英人 
MASHIMO HIDETO 

一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 
 
所長 

3 山田 隆昭 
YAMADA TAKAAKI 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 
常務取締役 
企画本部長 

4 紺野 義仁 
KONNO YOSHISATO 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 
企画本部 企画部 
上席専門役 

5 渋谷 正浩 
SHIBUYA MASAHIRO 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木事業本部 土木調査設計部 道路技術課 
課長 

6 西村 光司 
NISHIMURA KOJI 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 
長野道路事務所 長野施工管理課 
担当課長 

7 山下 真佑 
YAMASHITA SHINSUKE 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木調査設計部 道路技術課 
係長 

8 大津 敏郎 
OTSU TOSHIRO 

東日本高速道路株式会社 
建設・技術本部 技術・環境部 技術研修企画チーム 
チームリーダー 兼 調査役 

9 上村＿＿治 
UEMURA OSAMU 

東日本高速道路株式会社 
関東支社 建設事業部 東京外環建設チーム 
チームリーダー 

10 加賀屋 通也 
KAGAYA MICHIYA 

東日本高速道路株式会社 
関東支社 東京外環工事事務所 外環トンネル中央工事区 
工事長 

11 下田 哲史 
SHIMODA AKIFUMI 

中日本高速道路株式会社 
東京支社 建設事業部 東京外かく環状道路事業推進チーム 
チームリーダー 

12
  

栗田 幹也 
KURITA MIKIYA 

中日本高速道路株式会社 
東京支社 東京工事事務所 外環中央トンネル工事区 
 

13 笹本 直之 
SASAMOTO NAOYUKI  

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 
土木技術部 調査設計第一課 
 

14 平野 紘司 
HIRANO KOJI 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 
土木技術部 調査設計第一課 
 

15 皆川 聡一 
MINAKAWA SOICHI 

公益財団法人高速道路調査会 
研究第一部・研究第二部 
主幹 
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表4.1.4 調査行程 

月日 時間 調査の内容 訪問先 

2/4 

日 

 

17:05 

10:00 

 移動 

成田空港 発（JL-062便） 

ロサンゼルス国際空港 着 

 

 

14:10 

17:07 

 ロサンゼルス 発（AA-6078） 

シアトル・タコマ国際空港 着  

 

（シアトル泊） 

2/5 

月 

 

8:00-12:00 

 

 

 ミーティング 

- Introduction and the purpose of the visit 

- Mt. Baker TN presentation（US team） 

- 日本側ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（外環道） 

＜WSDOT＞ 

Wells Fargo Building 

 住所：999 Third 

Avenue, 

Seattle,Washington, 

U.S 

13:00-16:00 

 

-  AWV TN presentation（US team） 

-  日本側ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（ｼｰﾙﾄﾞTN設備・運用） 

2/6 

火 

 

9:00-11:30 

 現場視察 

-  AWV TN site visit 

 

 

13:30-16:00 -  Mt Baker TN site visit  

（シアトル泊） 

2/7 

水 

 

11:40 

 移動 

シアトル 発（DL-2635） 
 

19:55  ボストン 着 （ボストン泊） 

2/8 

木 

 

8:30-10:30 

 

 

10:45-11:30 

 

11:30-12:30 

 ミーティング 

- 日本側ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（TN点検&笹子TN） 

- TN維持管理、ビッグディック等(US team) 

 現場視察 

-  Vent Building Site Visit (VB5, south boston, 

MA) 

-  Highway Operations Control (HOC) Center 

Site Visit (south boston, MA) 

＜MassDOT＞ 

住所：185 Kneeland 

St, Boston, MA 

 

 

 

 

 

14:00-17:00 

 

 現場視察（自主調査） 

-  ビッグディック・プロジェクト等 

 

（ボストン泊） 

2/9 

金 

 

9:00 

 移動 

ホテル 発 
 

12:40 ボストン空港 発（JL-007）  

（機内泊） 

2/10

土 

   

16:30 成田空港 着  

※ 土木研究所 砂金上席研究員は、WSDOTのみの訪問である。 
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４．２ 米国ワシントン州シアトルとマサチューセッツ州ボストンの概要 

 

（１）シアトルの概要 

シアトルは、アメリカ合衆国ワシントン州北西部キング郡にある都市。同州最大の都市かつ同

郡の郡庁所在地である。また、太平洋岸北西部最大の都市かつアメリカ西海岸有数の世界都市で

もある。 

シアトルの人口は、2016年に70万人を突破し、全米一の人口増加率となっている。 

気候は、積雪地帯の北海道よりもはるかに高緯度で、南樺太とほぼ同じ緯度にあるが氷河期に

形成されたフィヨルド地形や海流の関係で、海洋性の穏やかな気候に恵まれている。シアトルと

言えば「雨が降るところ」として知られているが、多いのは冬季の降雨日数であり、特に小雨が

多いため、年間降水量は38.1インチ（97センチ）と、日本各地より少ない。 

テクノロジーとコーヒーの街として知られるシアトル地域は、マイクロソフト、アマゾン、ス

ターバックスといった世界的な企業の本社がある先進的な都市である。また、歴史的に航空産業

が盛んで、ボーイング社がシカゴに本社を移転してからも一大拠点としての存在を維持し、シア

トルに本社を置くアラスカ航空をはじめとする航空・輸送産業・貿易でも重要な位置を占めてい

る。 

 

図4.2.1 シアトルの位置図 
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（２）ボストンの概要 

ボストンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州北東部サフォーク郡にある世界都市。同州最

大の都市かつ州都であり、同郡の郡庁所在地でもある。世界有数の金融センターを有し、世界に

高い影響力をもつ都市とである。 

アメリカで最も歴史の古い街の一つであり、レンガの古い街並みや植民地時代のヨーロッパ調

の建築が美しく調和している。アメリカ最初の公立学校や最初の大学が建てられた都市としても

知られ、有数の有名大学であるハーバード大学やマサチューセッツ工科大学等が立つ教育都市で

ある。また、ボストンの人口が約68万人に対し、観光客は年間1,600万人を越える観光都市にも

なっている。 

気候は、基本的には湿潤大陸性気候と温暖湿潤気候の中間といってよく、夏は通常高温多湿で

あるのに対し、冬は寒く、風が強く、雪が多い。 

 

 

図4.2.2 ボストンの位置図 
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４．３ WSDOTとの協議 

４．３．１ マウントベーカートンネル 

（１）マウントベーカートンネルの概要 

マウントベーカートンネル工事（総工費 1億 3千 9百万ドル）は、インターステート I-90号

線（以下 I90号と記載。）のシアトル-Bellvue 間の工事（総工費 14.6億ドル）のクリティカル

部分として施工が進められた。 

マウントベーカートンネルは、ソフトグラウンドトンネルとしては当時直径世界最大のトン

ネルであった。トンネルは、Yakima 通りの近傍から始まり、1.12%の下り勾配で Washington 

Boulevard湖の近くに出る。トンネル延長はおよそ 1067mで、そのうちおよそ 406mが掘削ト

ンネルであり、残りが開削によるトンネルとなっている。 

トンネルは、氷河期に形成された過圧密粘土、シルト及び砂層からなり、スタックドリフト

工法を用いて掘削された。トンネルライナーは、分節（articulate）によりフレキシブルな 24の

コンクリート充填ドリフトから作られている。このドリフトによる水平方向のコンプレッショ

ンリングを製作した後、コアの部分を取り除き、内空直径 19.2mのトンネルが製作された。地

盤の変動を最小とし、トンネル掘削アクセスを行うため、アクセスピットが東西両方向に掘ら

れた。これらのアクセスピットは幅 30.5mで、深さ 90フィート、円形杭による連続壁よりな

り、垂直方向に圧力リングを形成する。この方式は、トンネル本坑が水平方向に圧力リングを

形成する方法と同じである。 

トンネルは 3層の交通空間が作られ、一層目が、一車線 3.7m幅の 2車線リバーシブル道路

でトランジット交通とカープールへ利用、二層目が西方向の 3 車線（12 フィート×3）道路と

なっている。三層目は幅 15フィートの歩行者自転車道である。 

トンネルの建設は、1983年 1月

に開始され、1986年 5月に完成し

た。道路構造を含むトンネル全体

の完成は 1989年 6月であった。マ

ウントベーカーリッジトンネル

は、シアトルに向かう I90号西向き

交通（二層目）を通し、その下の一

層目はリバーシブルレーンとし

て、既存の I90東向き交通トンネル

と併せた交通利用に寄与してい

る。                 写真 4.3.1.1 マウントベーカートンネル 
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（２）意見交換内容 

WDOTでは、当時の建設責任者が質問内容に対応する、設計、施工に関するプレゼンと意見 

交換を行うことで、進められた。出席者は以下の通り。 

特に、マウントベーカートンネルの設計・施工に関しては、Bob Josephson氏、Red Robinson

氏より、防災・換気等に関しては、Gary English氏より詳しいプレゼンが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.3.1.2 訪問先の会議参加者 

 
表4.3.1.1 訪問先参加者リスト 

 

  

名前 所属 Email 
Bob Josephson  Jacobs Engineers  

Engineering Manager  
Bob.Josephson@jacobs.co
m  

Red Robinson  Shannon & Wilson, Inc. Sr. Vice President – 
Director of Underground Services  

RAR@shanwil.com  

Gary English  Underground Command and Safety, LLC  
Tunnel Fire and Life Safety Systems Expert  

genglishucs@gmail.com  

Tim Moore  Washington State Department of 
Transportation. Mega Project Manager  

MooreT@wsdot.wa.gov  

Tareq Al-zeer  Washington State Department of 
Transportation, Technical Engineer  
SR-99 AVW Tunnel Operation  

AlzeerT@wsdot.wa.gov  

Nathen Hower  Washington State Department of 
Transportation. I-90 Tunnel Supervisor  
Tunnel Maintenance  

howerna@wsdot.wa.gov  

Jim Schettler  Jacobs Engineers.  
Engineering Manager, Tunnel Design and 
Construction.  

jim.schettler@soundtransit.
org  

Bijan Khaleghi  Washington State Department of 
Transportation, State Bridge & Tunnel 
Structures Engineers  

Bijan.Khaleghi@wsdot.wa.g
ov  
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（３）マウントベーカートンネルの建設 

１）事前質問項目 

マウントベーカートンネルの設計・施工に関し、以下の質問事項を事前に送付した。 

設計・施工に関する質問 

①大断面トンネルの構造系について 

＜設計＞ 

・Mt. Baker TN（1993年建設）の設計報告書の提供について 

・トンネル部地質（シルト層と粘土層）の地盤条件（地盤定数、側圧係数等）について 

・供用後の漏水有無について、維持管理段階の長期的な止水対策について 

・耐震設計の考え方（耐震基準は適用外とのことだが、どの程度までの地震に耐えられると想定

か） 

・地震対策を考える時のアドバイスを頂きたい 

＜施工＞ 

・施工時の止水対策は行ったか（地下水は地表水のみで無対策と聞いているが） 

・内部掘削時（５段ベンチ掘削）の地盤変位、地表面変位、各種計測の予測と施工結果について 

・施工中のトラブルの有無 

②24導坑（ドリフト）構造について 

＜設計＞ 

・導坑間のジョイント構造で、ヒンジ機能の設計について。 

 ジョイント部の性状が設計・計画値を満足しているかの評価方法について。 

・導坑覆工（ライナー）の補強仕様が異なる理由について（上半部：φ13㎜補強鉄筋、下半部：

PP補強繊維） 

・FEM等の数値解析手法について、モデルの詳細、有効性の確認方法は？判定基準は？ 

・1:4スケールモデルについて、試験の内容とその設計への反映方法 

＜施工＞ 

・各導坑ごとの変位や応力状態の予測と計測結果について。 

・導坑施工の線形管理方法と施工誤差の対応について。 

・各導坑間へのグラウト充填方法と充填状況について（1インチ管を用いて８分割の充填方法と

は？） 

・頂部№24導坑の手掘り掘削の施工方法と変位状況について。 

・施工中トラブルの有無 
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２）プロジェクト概要 

① 位置図 

左がシアトル市内、右がワシントン湖。赤丸がマウントベーカートンネルである。マウント

ベーカートンネルの前後は開削工法トンネルとなっており、ワシントン湖からマーサーアイラ

ンド間は浮き橋となっている。マーサーアイランドでも開削トンネルがあり、Bellevueに繋が

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.3 マウントベーカートンネルの位置 

Bellevue Seattle Mercer 

Island 
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② 検討の経緯 

1960年～71年にルート選定と関係者のヒアリング、71年から 81年に法定係争の解決や 予

算検討がされ、81年から 83年に最終設計、83年から 86年に施工された。 

計画段階では様々なオプションが出された。3 つのトンネル案、5 つのトンネル、オープン

カット、深さ 165フィートの開削トンネル案などである。 

以下に、3つのトンネル案及び深さ 165フィートの開削トンネル案を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.1 3つのトンネル案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.2 開削トンネル案 
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州は、Blue Ribbon Committeeを設置し、最終設計が決定された。この委員会には、地質 学、

構造学、建設の専門家であった Dr. Ralph Peck、Chuck Metcalf、Al Mathewsを含み、最終的

に、このスタックドリフト工法による方法を発案し、以下の構成での施工が提案された。 

・ 掘削トンネル部 1,400ft（426m） 

・ 開削トンネル部 2,000ft（610m） 

・ 掘削トンネル空間内に複層道路構造、両側を開削トンネルとする。 

 

開削トンネル部（道路が平行）と掘削トンネル部（道路が二層）のイメージが描けるよう、

以下のような図面が描かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.3 完成イメージ図 
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③ 検討の結果 

このマウントベーカートンネルプロジェクトのデータは以下のようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ コスト削減の取り組み 

入札（掘削トンネル部のみ）は 3 千 8 百万ドルから 7 千 8 百万ドルまでの幅があった。建 

設費用削減のため以下のような取り組みが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、テストシャフトは、深さ 165 フィートのシャフトに 3 つの横シャフトを含めたもの 

で、実際に建設会社のメンバーも触れることができた。ほとんどが過圧密二次生成粘土であり、

二週間ほど自立していたが、次第にクリープが発生し、埋め戻した。 

また、現場見直し委員会を設置し、四半期ごとに現場視察を行った。 

 

 

 

 

・ ソフトグラウンドトンネルとしては世界最大の直径 

・ 内径 63.5フィート、外径 82フィート 

・ 1330フィートトンネル、24のドリフト、トンネル掘削は総計 32,000フィート 

・ 4フィートのリングに、5つのセグメント、セグメントの総計 37,000セグメント 

・ 18の社が入札に参加し、3千 8百万ドルで Atkinson社が落札 

・ トンネル部、開削トンネル部を合わせ 2億ドル 

・ 掘削トンネル部が 1,400フィート、開削トンネル部が 2,000フィート 

・ 契約者との全ての調査設計情報の交換 

・ WSDOTの負担による、トンネル上部の全ての家屋の買収 

・ トンネル中央部でのテストシャフト及び横坑(adit)の施工 

・ 詳細設計要素の詳査 

・ リスクシェア ⇒ 燃料、電気、人件費の見積もり変更(シェアによる費用の削減) 

・ 設計要約報告 

・ 施工検討報告 

・ 契約書類預託 

・ 論争審査会 
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 ⑤ 施工方法 

左図は、トンネルの規模を表したもので、真ん中が径 6m の地下鉄トンネル、現在建設中  

のアラスカンウェイトンネル(径 17.6m)、一番外側がマウントベーカートンネルである。 

右図は、トンネルのレイアウトを示しているが、湖側で上からの重さが無いため安定性に欠

けるため、ブルーリボン委員会で必要な重さの検討を行った。 

また、20 分の 1 スケールモデルで、サンドボックスに砂を入れた紙のトンネルを作り、中

の砂を抜きながらどのように紙が崩壊するかを観察した。この結果は数値解析でも同様な結果

となった。 

次に 24の各ドリフトを木工で作り組み合わせたものをサンドボックス内に設置し、同様 に

中の砂を除きながら崩壊の仮定を検証した。トンネル内径は 3フィートくらい、その上に約 1m

の砂を重ねた。崩壊の形状は、上側に膨らむ形状であった。この結果から、トンネル全幅にわ

たってコンクリートの安定ブロックが必要と分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

図 4.3.1.4 マウントベーカートンネルと AWVトンネルのトンネル規模の比較 
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図 4.3.1.5 マウントベーカートンネルの縦断図、平面図 
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 ⑥ ドリフトの設計 

施工業者との契約条件は、ドリフト数が 32を超えない 24を下回らないこと、ドリフト同士 

の接合部は 4フィート 8インチ必要ということであったが、建設会社は上記のような 24個の

馬蹄形の形状を提案した。 

ライナーの破壊を防ぐためにウッドストリップが必要ともわかった。イリノイ大学のペック

教授の提案により、4分の 1スケールで、ドリフトトンネルを二つ重ねて、破壊するまで圧力

をかけた結果、端部にソフトな部分が必要と分かった。 

前施工のドリフトの上には、掘削された新しいドリフトがあるが、コンクリート充填まで、

パイプストラットが必要となる。またウッドストリップでライナーの上の部分を固定する。こ

の隙間は無筋のコンクリートで埋める構造となっている。 

ドリフトの施工手順は、下の一番から始まり、両側に次々と施工し、最後の 24 番目は手掘

りとなる。 

ウッドストリップは現在でも健全である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6.1.6 ドリフトの設計図 
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３）地質概要 

シアトルでは、150余りのトンネルがある。マウントベーカートンネルから 100フィートあ

まりの距離に、1939 年に開通したマウントベーカーのツイントンネルがある。このトンネル

もスタックドリフト工法で施工されたが、センター部分の抜き掘りで、3フィート以上の地表

面沈下が生じた。一番厚いところで 150フィートの土被りがあり、土圧が非常に大きく、厚い

支保工を必要とした。 

写真 4.3.1.4 は、当時の施工写真で、トンネル移動型枠が見え、奥の方に、建設中の浮き橋

が見える。浮き橋は、世界でも 5つか 6つしかないが、そのうち 4つがこのシアトルにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.4 マウントベーカートンネルの建設時の状況 
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① シアトル近郊の地質の形成 

マウントベーカーを含むシアトル近郊の地質は、一万五千年前の氷河期の厚さ 1マイルの氷

河の影響を受けている。シアトルエリアでは 6回の氷河期があり、地形図から、氷河移動した

南北方向へ削られていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.7 シアトル近郊の地質 

 

 

  

左図：氷河厚さを示す。3000ftから5000ftの厚さがある。赤い点は、2002年の地震の

震央である。 

右図：地形図で、南北に氷河で削られた地形であることが分かる。 
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② 過去の地震の影響 

図 4.3.1.8は、シアトル周辺の活断層を示す。最後の地震は、2001年 2月にマグニチュード

7.2の地震が起きている。 

シアトル付近にある活断層の幅は約 2マイルあり、数百万年の移動により土砂は粉砕されて 

おり、その上から氷河の圧力がかかっている。 

2001年の地震では、マウントベーカートンネルの損傷は無かったほか、1905年に作られた 

グレートノーザントンネル、鉄道トンネルのバストンネルも問題なかった。ただし、トンネル

と鉄道駅の接続部には小規模なクラックが生じた。 

シアトル近傍では、200～300年以内にマグニチュード 9クラスの地震が予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.8 シアトル周辺の断層 
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③ シアトル周辺の地質図 

図 4.3.1.9は、シアトル周辺の地質図を示す。 

トンネルが通過する区域は、主に粘土と砂と礫が混ざったコンクリートのような非常に硬い  

地質があり、掘削範囲は主として過圧密粘土で、中央部に花崗岩層がある。 

基盤までの深さはおよそ 1000mである。アラスカンウェイの南端が断層にかかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.9 シアトル周辺の地質図 

 

・紫色： 南北に氷河により削れた稜線(Ridge) と谷線(Groove)が見られ、氷河堆

積物であるTillが見られる。 

・水色： 硬質粘土(Hard Clay) 

・橙色： 沖積土(Alluvium) 

・肌色： 液状化の恐れのある砂及びシルト(Liquefiable sand and silt) 

・赤色： 砂岩(Sandstone) 

・一番下は、シアトルの断層区域(Fault Zone) 
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④ マウントベーカーの地質状況 

マウントベーカーに関しては 1967年から 80年の間に以下の調査と試験が実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a） 地質縦断図 

以下に縦断方向の地中断面(北向き)を示す。トンネルの主要な部分は硬い粘土とシルトの層

であり、トンネル両側には地滑りの跡があった。 

地下水位はトンネル位置よりさらに 20ft下で水の影響は少ないと推定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.10 地質縦断図 

・ 48か所のボーリング。標準貫入試験(SPT)とコアサンプリング(Shelby Tube)を含む 

・ 2か所のテストシャフト、直径 4ft、深さ 140ft 

・ 1/4スケールの二つのドリフト模型の圧縮試験 

・ トンネル変形と荷重に関する有限要素法解析（FEM解析） 

・ シャフト設置と 3か所の延長 30ftの試験横坑 

・ 建設中の広範囲な機器設置による調査 

・縦軸が標高(ft)、横軸が縦断方向の延長(ft)を示す。 

・西側(左)はYAKIMA通り、東側(右)はWASH.湖通り、その右はアクセスピット 

・土質は上から、「表層(緩いシルトと砂」、「密なシルトと砂」、「硬いシルトと粘

土」、「硬いシルト」、「非常に密な砂」となっている。 
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b） 地質横断図〔土被りの一番厚い位置（被り 150ft）での横断図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.11 地質横断図 

c） 地質平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.12 地質平面図 

・トンネルは左から、計画トンネル、既存のツイントンネルとなる。 

・土質は上から、「緩いシルトと砂」、「シルトと粘土の互層」、「密な粘土

」、「シルトと粘土の互層」、「シルト、砂、粘土」となっている。 

・上の方に地下水位置があるが、これは砂質土中の水位である。 

・水色が既存トンネル、青が計画トンネルを示す。 

・斜線範囲は、地滑りエリアを示す。 



4-23 
 

⑤ 代表的な土壌 

以下に代表的な土壌を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.5 代表的な土壌 

 

  

・左上： 氷河期のティル･･･非常に硬い 

・右上： 硬化した層状氷河湖堆積粘土 

・左： き裂の多い、氷河湖堆積粘土 
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⑥ テストシャフト 

図 4.3.1.13にテストシャフトの断面を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.13 テストシャフト断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・縦軸は標高(ft)、中央にテストシャフト、その右に傾斜計（inclinometer）、

横坑が3つ図示され、点線はトンネル予定位置を示す。水色の点はテープ伸

縮計。 

・地質は上から「砂利の多い砂（Till）」、「密な細かい砂」、「シルトと粘土の互

層」、「層の無い粘土」、「シルトと粘土の互層」、「シルト層」。 
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⑦ テストシャフトの変位 

図 4.3.1.14は、テストシャフトの横方向の変位を示す。変位の単位はインチで、初めは下だ

けだった変形が上に伝わってゆく様子が分かる。特に、横坑位置での変形が大きく出ている。

ただし、最大でも 0.5インチ程度の変形。 

なお、このテストシャフトの設置により、800万ドルの経費が節減されたとしている。また、

継続的に粘土が膨張するが、この原因としては、氷河期の圧力が掘削により解放されたためと

考えられた膨張によるものとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.14 テストシャフトの変位状況 
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⑧ 土質定数 

表 4.3.1.2に各土質特性が示される。 

表 4.3.1.2 マウントベーカートンネルの土質定数 

種別 標 準 貫

入試験 
(N値) 

湿潤密度 
pcf 
(kN/m3) 

含水量 
％ 

Atterberg限
界 

せん断

応力 
psi 
(MPa) 

圧密応

力 
psi 
(MPa) 

弾性定

数 
psi 
(MPa) 

K0 

LL PL 

密な砂 81 129.1 

(20.1) 

11     20,300 

(140) 

0.5~

1.5 

硬いシルト

＆粘土 

35 118.2 

(18.4) 

32 60 29 20.3 

(0.14) 

170 

(1.17) 

20,300 

(140) 

0.5~

1.5 

硬いシルト 102 121.4 

(18.9) 

27 42 20 14.5 

(0.1) 

220 

(1.53) 

39890 

(275) 

0.5~

1.5 

非常に硬い

シルト 

113 120.1 

(18.7) 

14     50000 

(345） 

0.5~

1.5 

 

 

⑨ 土質調査結果 

調査の結果をまとめると以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

＊ K0値を測定する方法があまりなく、他の結果から 0.5から 1.5と推定した。 

 

 

  

・ 主要な部分は硬い粘土であるが、急激な土質の変化箇所がある。特に砂質土との境

界。 

・ 最大直径 6フィートまでの転石が含まれる。 

・ インバート部での流動シルト/流動砂質土層の存在 

・ クラウン部での硬い氷河生成 TILLの存在 
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４）建設工事 

① 西側アクセスシャフトと東側アクセスシャフトについて 

下図は、左が西側アクセスシャフト、右が東側アクセスシャフトを示す。 

西側シャフトは、8フィート直径のパイルによる連続壁により構築された。 

西側シャフトよりシールドが発進し、東側シャフトからコンクリート投入を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.6 西側アクセスシャフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.7 東側シャフト 
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② 施工順序 

図 4.3.1.15に施工順序を示す。各ドリフトの番号は施工順を示している。 

施工は 1番から開始され、その後、両側の 2つの馬蹄形のシールドが同時に 2つずつ施工さ

れ、最後まで掘ってクリーンアウトされ、最後にコンクリートで充填された。 

2つのドリフト間のコンタクトポイントにはプレッシャーグラウトが行われた。各トンネル

は 10フィートごとにノズルのある 5つのパイプにより充填された。 

シールドは、土砂を埋め戻すことで、発進位置までベンチを上げて施工された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.15 施工順序図 
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③ シールドマシン 

下の写真は、掘削に用いたシールドマシンの最初の頃と終わり頃の写真である。 

シールドマシンは、ガイドのように下側にカーブが入っている。内部で回転が可能な構造

である。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.8 シールドマシン（最初の頃）  写真 4.3.1.9 シールドマシン（終わり頃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.10 シールドマシンの施工状況 
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④ セグメント 

セグメントのプレキャスト部分は、タコマ近くの向上で施工された。 

一番下のドリフト部のみ、ポリプロピレンファイバーによる補強を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.11 セグメントの製作状況 
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⑤ 施工状況 

写真 4.3.1.12は、セグメントの設置状況を示す。ライニングを載せるだけである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.12 セグメントの施工状況 

写真 4.3.1.13は、最後のドリフト（図 4.3.1.6 番号 24）のコンクリートの充填状況を示す。

幅がやや狭くなっている。 ドリフト間のグラウトは、セグメントの穴からグラウトする構造

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.13 ドリフトのコンクリート充填状況 
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写真 4.3.1.14は、ドリフト 20 と 21の施工状況を示す。このように 2基同時に施工が行わ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.14 ドリフトの施工状況 

 

写真 4.3.1.15は、完成後の中抜きの状況である。ベンチは 5段階あり、ベンチ位置を変えな

がら、施工、掘削が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.15 ドリフトの掘削状況 
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⑥ 工事行程 

図 4.3.1.16は工事工程を示す。一か所のドリフトの施工に 1か月半、東側から出たシールド

マシンを西側に移動し、また掘削を行った。 

アクセスシャフトの地盤は、掘削に伴い埋め戻され上げられ、最後の中抜きの際、掘削に伴

い順次下げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.16 工事行程 
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⑦ 計測機器とモニタリングプログラム 

  表 4.3.1.3にマウントベーカーにおける計測機器、計測数量等の一覧表を示す。 

表 4.3.1.3 計測機器一覧表 

測定システム 設置数 読取ｾｯﾄ 解像度 推定精度 
4年後の 

稼働割合 

傾斜計 

ケーシング 

62 

(9,348ft) 

37 +0.00016in +0.05in 94 

音響沈下リング 1,772 67 ±0.1in ±0.3in 94 

ボアホール伸縮計 5 20 +0.001in +0.002in 100 

コンクリート応力

計 

72 16 ±10.4psi ±24.7psi 94 

ジョイントメータ 101 40 ±0.001in ±0.003in 90 

テープ伸縮計 121 10 ±0.001in ±0.01in 100 

ストレインゲージ 192 43 ±36.3psi ±72.5psi 96 

定点測定位置 309 21 ±0.1in ±0.2in 83 

 

a）計測機器の設置図 

  地表面の 20ft間隔の点は、定点測定位置を示す。縦のラインは、傾斜計であり、径 5inのド

リルホールにケーシングを設置し設置された。 

トンネルは左から計画トンネル、既存ツイントンネルとなり、ツイントンネルには、150ftご

とにテープ伸縮計及び調査アンカーが設置された。 

 

  

 

 

 

図 4.3.1.17 変位計測機器の設置図 
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b）傾斜計による変位計測結果 

図 4.3.1.18 は、傾斜計による変動計測の図で、70 フィート離れたトンネルの影響もわかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.18 傾斜計による変位 

図 4.3.1.19は、ドリフト 1から 13（ ）、14から 24の施工段階（点線）、並びに、抜き掘り

（実線）の際の変位を表したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.19 施工段階における傾斜計の変位 
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c）地表面の沈下量 

図 4.3.1.20 は、トンネルを北向きに見た縦断図と、それぞれの時点での各位置の沈下量(in)

を示す。大きく下がっている個所が、坑口部の地滑り箇所で、最大沈下量が 8インチ出ている。 

一番下の線はアーチリング完成後の中抜きの際の沈下を示しているが、最後のドリフト掘削

後から変化していない。アーチリング完成後の安定性が分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.20 施工段階における地表面沈下量（縦断方向） 

 

トンネルの B-B断面（土被りの一番厚いところ）の横断方向の沈下量を示す。沈下量は最大

で 3インチほどである。掘削工程の最後の方の沈下が収まっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.21 施工段階における地表面沈下量（横断方向） 
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d）掘削後のライナーの応力と変形 

完成後のドリフト間の応力やライナーの動きを 4つのポイントで測定した。 

ライナーは殆ど動いておらず、変形は直径の 0.085%しかない。また、ドリフト同士のすべ

りは無く、ジョイント部の変形も微細と考えられた。 

この結果、K0 値はほぼ 1.0 と推定された。なお、この測定点の土被りは径のほぼ 2 倍であ

った。 

また、この時代の設計では、地震の認識はあるものの、コンピューター解析の黎明期であり、

地震時の挙動の計算は行われていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.22 掘削後のライナーの応力と変形 
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⑧ 掘削完了後の状況 

掘削の完了後、漏水は時間とともに殆ど無くなり、水路に流れるようなレベルではなくなっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.16 掘削完了後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.17 掘削完了後の状況 
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⑨ 内部構造の構築 

図 4.3.1.23は、内部構造図を示す。3層の構造とし、一番上の歩行者自転車道の両側が換気

ダクトに使用された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.23 内部構造 
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⑩ その他の施工状況等 

 

 

写真 4.3.1.18 入口 

 

 

写真 4.3.1.19 内部構造 
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写真 4.3.1.20 上部壁 

 

 

写真 4.3.1.21 換気ダクト 
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写真 4.3.1.22 西側アプローチ（蓋掛け） 

 

 

写真 4.3.1.23 西側アプローチの施工状況 
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写真 4.3.1.24 東方面の車道 

 

 

写真 4.3.1.25 見学者の様子 

 

 



4-44 
 

（４） マウントベーカートンネルの防災・換気・安全対策 

１）事前質問項目 

以下の質問事項を事前に送付した。 

維持管理に関する質問 

・供用トンネルの点検項目と点検方法について 

・供用後の内空等変位、地盤沈下、構造損傷の状況について 

・トンネルの健全性判断基準について 

・供用トンネルの補修，補強方法について 

 

２） 防災・換気に関する事項 

① トンネル内部の設計コンセプト 

トンネル安全設備として以下を含む 

・安全ショルダー(路肩) 

・非常電力設備 

・非常通報システム 

・火災検知及び抑制システム(水噴霧等) 

・換気施設 

・排水施設 

・事象対応 

 

② ドライバーコミュニケーション ITSシステム 

SCADA（コンピューターによるシステム監視とプロセス制御システム）による維持管理、

火災制御、安全対策、非常電話対応を行う。図 4.3.1.24は、情報板の制御例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.24 情報板 
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③ 避難通路 

非常口への誘導に関し、壁は、薄い灰色に塗られており、避難通路のみが緑になっている（写

真 4.3.1.26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.26 避難通路 

④ 照明 

照明は 4,000か所以上の照明で、全て高圧ナトリウム灯である。非常用照明は無停電電源

装置により停電の場合でも対応可能となっている。 

 

⑤ 火災制御システム 

SCADAによる火災制御システムは、以下のように対応する。 

・ 警報ゾーンの通知 

・ 警報ゾーンに対応した換気システムの運転 

・ オペレーションセンターでのモニター監視 

・ SCADAによる水噴霧エリア(deluge zone)の変更 

 

⑥ 火災抑制システム（泡噴霧装置） 

・ 火災は FDSS(Fire Detection and Suppression System) によりモニターされ、制御さ

れる。 

・ FDSS は、SCADA により、オペレータが対応する。また FDSS は、AFFF(aqueous 

film-forming foam：水性皮膜形成泡)のタンク内量をモニターし、AFFFの量が少ない

ことを通知する。 

・ 泡噴霧装置の泡タンクは、15分の継続時間を 60分に改良している。 

・ 泡パイプは全てステンレス製を採用、 

・ 泡は 3%濃度で、クラス Bの炭化水素燃料(ガソリン等)に対応可能 
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スプリンクラーシステムの概要は以下の通り 

・スプリンクラーは、100sf（10㎡）に対応、最小必要流量は 0.16gpm(0.6L/㎡) 

・スプリンクラーヘッドは、オープンヘッドノズル(0.5インチオリフィス) 

・同時に二つの隣接するヘッドから稼働できる 

・水圧 120psi(0.8MPa) 

 

⑦ 換気システム 

・ 横流換気によるが、現在通常は、縦流へ変更 

・ 火災の際は、火災位置近傍の換気モードを横流換気として排気、また縦方向換気によ

り、空気を下流側に流す。 

・ 二つの換気システムがあり、一つは開削トンネル部、一つは掘削トンネル部対応 

・ 21の換気ファンを有する。 

 

⑧ 電力系 

・ 二つのサブステーション(電圧 26.4kV)から二つの独立電力系を有する。 

・ サブステーションそれぞれが供給電力 5000kVAに対応、変電装置により 13.8kVに分

電 

・ サブステーション一つでも全ての道路電力に対応可能 

 

⑨ 安全機器 

・ 非常電話は両側に 300ft間隔で設置、直接 911につながる 

・ トンネル内ラジオ再放送装置を設置、非常用ラジオ再放送は 87の周波数に対応。 

・ CCTVシステムがオペレータに情報提供、検知の場合自動で通報 

・ SCADA及び Simplex FDSSシステムによりトンネルを閉鎖 
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（５） 質疑 

 

質問 1 

マウントベーカーで設計で考えていた以上の事象が起きたことはあったか？ 

回答 1 

あらゆることがあった。既存のトンネルがこういう形だったため、そのままの形で移動できる

と思っていたが、レーザーが故障で止まったとき、前のトンネルに沿って移動させたところ、

1~2フィート外れてしまった。その復旧は難しかった。そこにはバンプがあったため、1フィ

ートから違うところから掘る必要が生じた。 

 

質問 2-1 

外環のように、砂や水があり、上に家屋がある状況で、マウントベーカーと同じような工法を

採用するか？ 

回答 2-1 

どれくらいのサイズかにもよるが、直径：30m～40m程度であれば、1つの大きなトンネルで

はなく、2つのトンネルを平行させるのであれば EPBで施工できるかもしれない。 

質問 2-2 

外環では、大きなトンネルと小さなトンネルを接続するため、その周りを一度大きなトンネル

で固める必要がある。延長は 700m程度になる。 

回答 2-2 

大きなトンネルボーリングマシンには距離が短すぎる。マウントベーカーくらいの長さか

SEM（Sequential evacuation method）が必要だと考えられる。凍結方法もあるが、かなりの

チャレンジだと思う。ビーコンヒルに 15m のトンネルがあったが、そこでは砂をジェットグ

ラウトに置き換え、その中にトンネルを施工した。このトンネルの延長は 150mくらいの長さ

である。 

 

質問 3-1 

供用中のシールドトンネルでは、どのような損傷があるか？ 

回答 3-1 

長期的な漏水対策として、シーリングは出来るが、難しい状況である。 
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質問 3-2 

建設時から水が出ていたのか？ 

回答 3-2 

時間が経って出てくる場合もある。また、もし火災があり、ガスケットがやられると問題が生 

じることもあります。過去の事例では、東部のボルチモアで、古いガソリンスタンドからガソ

リンが漏れ、ガスケットを溶かしたことがあった。後から修理するのが大変であった。 

 

質問 4 

マウントベーカーの FEM解析の書類があれば頂きたい。 

回答 4 

後で探して送る。 
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（６）現地視察 

 

 

写真 4.3.1.27 トンネル管理センター 

 

 

写真 4.3.1.28 東側坑口よりワシントン湖浮橋方向の様子 
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下記の写真は、3層目の歩行者自転車道壁面裏側のドリフトの様子である。ほとんど水等

は出ていない。 

 

写真 4.3.1.29 マウントベーカートンネルのドリフトの状況 

 

 

写真 4.3.1.30 マウントベーカートンネルのドリフトの状況 
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下記の写真は、ドリフト間のジョイント部を撮影したものである。ウッドストリップが見え

る。 

 

写真 4.3.1.31 ドリフト間のジョイント部 

 

 

写真 4.3.1.32 ドリフト間のジョイント部 

 



4-52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.33 二層目坑口部          写真 4.3.1.34 三層目入口部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.35 泡噴霧の泡タンク（自動で補給される） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.1.36 換気装置 
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（７）訪問先提供資料 

 １）施工図面の翻訳 

WSDOTから提供された図面のうち、以下の①～⑨の図面について翻訳を行った。 

 

① テストシャフト 

② アクセスピット（ステージⅠ） 

③ アクセスピット（ステージⅡ） 

④ スタックドリフトライナーの構築 標準図 

⑤ スタックドリフトライナーシステムの施工例 

⑥ スタックドリフトライナーの詳細図 

⑦ 様々なタイプのライナー構造のウッドストリップのアレンジメントの施工例 

⑧ ドリフトライナーの推奨される詳細図とアレンジメントの施工例 

⑨ ドリフト端部の補強 

 

翻訳資料を次ページ以降に添付する。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21） 取付はしごの要件 縮尺なし 
22） 試掘横坑システム 
23） 縮尺：フィート 
24） 砕石表層 圧密厚 0.25” 
25） アスファルトコンクリート舗装 Class B 0.25’ 
26） 8インチ切り出し岩盤―1.0’厚 
27） ひずみ計ケーシング、セメント石灰グラウチングで埋め戻し 
28） ひずみ計 ←追加＃1 インダクタンスプローブカラーによるケーシング 

＜すぐ下のコラムはナンバリングがないため、42）に追加＞ 
テープ伸縮計のアンカー基準点 

29） ドレーンは砂利埋め戻し 
30） 6”φ暗渠管 
31） 暗渠管と舗装の詳細 
32） 現場合わせは赤色 1982年 7月 26日 
SR90 MP1.47VIC 
MT.BAKER RIDGE試掘横坑 
キング郡 
トンネル断面＆その他の細部 
ワシントン州運輸局（ワシントン州オリンピア） 
33） 断面 B―B 試掘横坑を通る断面 

1） 試験掘削 C-101 
2） 6”暗渠管 
3） 試験掘削 TH-2A 
4） 取付孔 
5） 計装孔 
6） 路側播種（典型的：のり面全体） 
7） 試験掘削 TH-1 
8） 入口キャビン輪郭 
9） 6”暗渠管 本シートの暗渠管詳細を参照 
10） 取付孔 最小内径 8‘（特別条項を参照）  

回り階段の設置―プロジェクトのトンネル掘削段階の前に実施 
11） ここでは使用しない。ただし、3導坑すべて、導坑切羽およびトンネル開削位置において使用する。 
12） 試掘横坑 
13） 端隔壁（典型） 
14） 将来的な掘削トンネル（他社による施工）の天端導坑の投影 
15） ＜横線抹消＞ 
16） 試掘横坑 
17） 将来的な掘削トンネルの投影（スプリングライン） 
18） 将来的な掘削トンネル（他社による施工）のインバート導坑の投影 
19） 頭上投影（overhead projection） 
20） 試掘横坑 

34） 汚水溜め 
35） 作業プラットフォーム 
36） 断面 A－A 取付孔＆試掘横坑を通る断面 
37） HOWARD, NEEDLES, TAMMEN&BERGENDORF 
38） 10’min.掘削（典型） 
39） 4”木材（timber logging） 
40） 回り階段を設置 
41） 各トンネルの覆工に 3つの点検窓を設置（特別条項を参照）1つの EAサイド 24”W×16“H、お

よび 1つは隔壁 16”W×48”H 
42） 4’Min.通路 
43） 6”×10”木材床板 
44） 10”min.掘削 
45） 支柱―6”×6”木材 1’MIN>3’MAXセンターC.O.#4  10’min.掘削 
46） 試掘横坑 断面 C－C（典型） 
47） 注記： 
踊り場の設置間隔はトンネル床面からの垂直距離で 20フィートを超えないこと 
踊り場の幅ははしご幅以上、通行方向長さ 2’-6”以上とする。 
はしごの両側および踊り場の両側に手すりを取り付ける。 
はしごと踊り場は、安全な動きが可能となるよう、耐荷重 1000ポンドで設計・建造する。 
手すりと手すり取り付けは、完成した状態で、手すりの任意の位置における任意の方向の荷重 200 ポ
ンド以上に耐えられるものとする。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 断面 B―B 
2） 断面 A―A 
3） 注記 

本シートは、掘削トンネルの東端の開削（cut-and-cover）レイアウトを示す。第 1段階の建設活動は西端についても典型的である。 
トンネル東端の Lake Washington Blvd.は、全期間中、交通可能でなければならない。 
トンネル西橋の Yakima Ave.Sおよび S.Day St.は、恒久的に通行止めとする。 
工事項目 5は決定的重要ではない。垂直ドレーンは、第 I、II段階中または第 III段階のトップブレース設置前の任意の時点で、設置す
ることができる。 図は、第 I段階完了時点の状態を示す。 

4） 垂直ドレーン穴（典型 
5） ＠進入坑 
6） 既存歩道 
7） Lake Washington Blvd. 
8） 鋼はり補強円筒杭（典型） 
9） 既存坑門北翼 
10） 進入坑 
11） プレーンコンクリート円筒杭（典型） 
12） インターバル（典型） 
13） ＠トンネル 
14） 8’-0”径円筒杭（典型） 
15） 平面図 
16） SR90 MT.BAKER RIDGEトンネル掘削円筒杭進入坑施工シーケンス第 I段階 図面 33/99   HNTB JOB6573

17） 第 1段階―トンネル施工取付工 
1． 施工取付工のため地均し（grade） 
2． 進入坑用 8’-0”径円筒杭打ち込み 
3． 円筒杭間インターバル施工（杭深さ全体について） 
4． 進入坑まくらばりの建設 
5． 開削壁沿いに垂直ドレーンの設置 
6． トンネル覆工のインバート導坑の底部レベルへの円形進入坑掘削 

18） まくらばり 
19） ＠進入坑 
20） 向こうは Lake Washington Blvd. 
21） 施工取付工地均し面 
22） 垂直ドレーン穴（典型） 
23） ＠進入坑 
24） 突出鋼はり（典型） 
25） まくらばり 
26） 既存地盤面 
27） 施工取付工勾配 
28） ＠Lake Washington Blvd. 
29） 円筒杭 
30） トンネル覆工インバート導坑の底面レベル（最大掘削深） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32） 東翼壁 
33) 底部支柱（典型） 
34） トップブレースサポート（典型） 
35） 既存坑門北翼 
36） 東翼壁 
37） エンドリング 
38） ユーティリティ・トレンチ 
39） ＠トンネル 
40） ＠進入坑 
41） 安定化ブロック 
42） トンネル覆工 
43） Lake Washington Blvd. 
44） 平面図 
45） 構造物上面の外観状況 
46） SR90 MT.BAKER RIDGE トンネル掘削  円筒杭進入坑施工シーケンス第 I 段階 シート
34/99   HNTB JOB6573 

1） 第 II段階―積層導坑覆工 
1． トンネル覆工の施工開始。最初にインバート導坑、続いて両側面、天端

部で最終閉合 
2． 導坑施工の進行に合わせてエンドリング施工、施工の進行に合わせて進

入坑裏込め（refill） 
3． 導坑開通（clear of drift construction）時点で、開削壁の間に底部支柱
設置。支柱は、シート 62＆63に示す通り 2段階に分けて施工する。 
4． トンネル覆工施工を続行、施工の進行に合わせて進入坑裏込め 
5． 掘削作業の障害物が除去された時点で、開削壁に沿ってトップブレース

サポートを建設 
6． 安定化ブロック建設、およびその上面を完全に地均し 
7． 円筒杭打ち込み、および翼壁にまくらばり建設 
8． 既存坑門北翼を撤去 
2） トンネル端近くのサドル型安定化ブロック（向こうの方形ブロックは図

では見えない） 
＜２）が重複＞＠トンネル 
3） 向こうは Lake Washington Blv 
4） トップブレースサポート（典型） 
5） インバート導坑 
6） エンドリング 
7） 底部支柱 
8） スプリングライン 
9） 施工段階裏込めの上端 
10） 天端部導坑 
11） 安定化ブロック 
12） 方形 
13） サドル型 
Lake Washington Blvd. 
15） 天端部導坑 
16） ユーティリティ・トレンチの位置はエンジニアが決定する 
17） ＠進入坑 
18） 施工段階裏込めの上端 
19） 既存地盤面 
20） トップブレースサポート（向こう側） 
21） 砂利客土埋め戻し上端 
22） 最大掘削深さ 
23） 底部支柱 
24） エンドリング 
25） 開削トンネル 

26） 掘削トンネル 
27） インバート導坑 
28） 断面 A―A 
29） 断面 B―B 
30） 構造物切羽の外観状況（進入坑壁を除く） 
31）   
注記 本シートは、掘削トンネルの東端の開削（cut-and-cover）レイアウトを示す。第 II段階の施工活動は西端についても典型的である。 
Lake Washington Blvd.は、全期間中、交通可能でなければならない。この位置の安定化ブロックは、交通への支障を最小限に抑えるため段階的施
工とし、既存ユーティリティの再建までは完了しない。 
工事項目 6、7および８は決定的重要ではない。安定化ブロックは、第 Iまたは II段階中の任意の時点で、設置することができる。翼壁円筒杭およ
びまくらばりは、第 Iまたは III段階で施工することができる。翼壁は、既存トンネル翼壁撤去前に施工するものとする。 
図は、第 II段階完了時点の状態を示す。 
進入坑の埋め戻し材料および圧密要件については全般注記を参照。 
＊予想外のシートパイリングに起因して、円筒杭“A”は南東翼壁において 2.5’’西に移動した。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37）42’-0”制限 
38）スプリングライン 
39）8フィート径導坑、直線接触面―36ユニット 
40）SR90 MT.BAKER RIDGEトンネル掘削 
掘削トンネル 
積層導坑覆工システム 
シート 37／99    
HNTB JOB6573 

1) 42’-0”制限 
2）42’-0”制限 
3）スプリング・ライン 
4）注記：台形導坑では曲がりジョイントは不可 
5）スプリング・ライン 
6）＠トンネル 
7）30台形導坑 
  最小必要量 24ユニット 
8）鋼はり補強円筒杭の端部近く（典型、注記参照） 
9）進入坑まくらばりの底部（典型、注記参照） 
10）＠トンネル 
11）天端部 
12）制限 
13）42’-0”制限 
14) 42’-0”制限 
15）スプリングライン 

16）インバート 

17）10フィート径導坑、カーブ接触面―28ユニット 
18）接触面の形状は、凸型または凹型（請負者が選択） 
19）＠トンネル 
20）天端部 
21）42’-0”制限 
22）42’-0”制限 
23）42’-0”制限 
24）スプリングライン 
25）インバート 
26）8フィート径導坑、曲線接触面―36ユニット 

 

27）注記： 
台形導坑のシステムは、ジョイントにおける必要最小深さ 5’-0”を示す。空間的制約または施工条件に由来する場合を除き、
最大要件はない。 
図示されている 42 フィート制限は、円筒杭円形進入坑レイアウトのトンネル端部におけるものであり、トンネル中心からま
くらばり底部までの距離（42.00’）、および鋼はり補強円筒杭までの距離（42.19’）である。その他のタイプの進入坑の場合の
制限は、請負者の施工細目に依存する。 
この図面は、許容可能な積層導坑覆工構造の例である。任意のシステムまたはシステム組み合わせの細部は、請負者の責任で

あり、エンジニアの承認を得なければならない。選択されたレイアウトについて、ジョイントまたはジョイントコードは、曲

線面が使用されるときは、完成済みトンネル覆工の中心に関して放射状に配する。 
許容誤差については、シート 38＆39に記す。 

28）＠トンネル 
29）42’-0”制限 
30）42’-0”制限 
31）スプリング・ライン 
32）42’-0”制限 
33）10フィート径導坑、直線接触面―28ユニット 
34）＠トンネル 
35）42’-0”制限 
36）42’-0”制限 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22） 注記 
   規定されたタイプ、サイズおよび導坑本数の制限内で、覆工コンポーネントは、請負者の裁量にゆだねられる。ただし、完成したトンネル覆工の地盤側面には木材またはその他の腐りやすい材料は使用してはならない。 
   コンポジット覆工は、導坑内マスコンクリート・フィルに補強コンクリート導坑覆工セグメントが結合した構造システムとして定義される。その他のシステムは全て、非コンポジット覆工と定義される。 
   コンポジット覆工システムのセグメントは、最低コンクリート強度 f ’C＝4,000psiとする。補強鉄筋の最低被覆厚は 1インチとする。 
   コンポジット覆工セグメントは、スプリングラインから天端まで、完成したトンネルの内側面を除き、導坑内コンクリートへのメカニカルアンカーは必要としない。この部分については、アンカーは最低限、1アンカーポイントあたり、15インチ長さ 1?4鉄筋
（bar）または等価物から構成されるものとする。セグメントと導坑内マスコンクリートの接触面積 10平方フィートあたり 1アンカーポイントとする。アンカーポイントは、セグメント端部近く、および導坑間ジョイント近くに配する。 
   直径 dは、コンポジット覆工システムについては導坑覆工の外側まで、また非コンポジット覆工システムについては導坑覆工の内側までの距離とする。 
   完成したトンネル覆工の道路側および導坑間ジョイントの非コンポジット覆工コンポーネントは原則として撤去する。所定のタイプの金属製非コンポジット覆工コンポーネントは、残したままとすることができる。ただし、コンクリート被覆されていること、導

坑間ジョイント部では完全コンクリート充填されていることが条件である。要件については、特別条項を参照。 
   導坑間ジョイント部のコンポジット覆工セグメントは、導坑が完全コンクリート充填されていることを保証する信頼できる方法があり、適切な点検手段が確保されている場合は、そのまま残すことができる。 
   接触深さ（c）は、すべての導坑について同一とする（許容誤差±1.5インチ内）。木片の寸法（e）は、最小幅～最大幅の範囲内で、すべての導坑についてコンクリート―コンクリート接触深さ（c-2e）が一定となるように調節する。 
   木片は、木材の種類は問わない。材厚は重要ではなく、最低 1.5インチ～最大 2インチの範囲とする（実寸であり、定格寸法ではない）。 
   その他の施工手順の詳細については、シート 42を参照 

23） SR90 MT.BAKER RIDGEトンネル掘削 
掘削トンネル 
積層導坑覆工詳細 I 
シート 38/99 
HNTB Job No.6537 

1） 覆工外側面は、周辺地盤中への突出が許容される。 
2） 木片 
3） 導坑仕上げ面 
4） 同じ寸法を使用 絶対最大値 12’0”の導坑については±
２‘０“ 

5） 同寸法スペース 
6） 台形導坑―直線接触面タイプ 
7） 木片 
8） 仕上げ導坑面 
9） 同寸法スペース 
10） 円形導坑―凸型接触面タイプ 
11） 半径方向 
12） 木片 
13） 仕上げ導坑面 
14） 同寸法スペース 
15） 木片は十分な幅を持つこと、または局所的なハー

ドポイント・コンクリート―コンクリート接触防止の

ための他の予防措置を講じる（すべての導坑構造に典

型的） 
16） 円形導坑―直線接触面タイプ 
17） 木片 
18） 仕上げ導坑面 
19） 同寸法スペース 
20） 円形導坑―凹型接触面タイプ 
21） 各種覆工構造に関する積層導坑要件 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14） 注記： 
1． セグメントコンクリート強度は、材齢 28日時点で最低 4,000 PSI 
2． 典型的な導坑レイアウトは No.6詳細図に示す。しかしながら、「特殊状況」と記されている以外
は、すべての導坑について原則的に典型的とする。 

3． セグメントの内側エッジは全て、1/2 CHM??を持つものとする。外側エッジは、約 1/4”に加工 
15） リング間円周ジョイントの詳細―セグメント C 
16） 注記：この図面は、Guy F. AtKinson Construction Companyが作成した。MT.BAKER 

RIDGE内の導坑覆工の現状図である。 
17） わかりやすいよう、パイプ支柱は省略 
18） 主トンネルのスプリングライン上方の導坑 
19） 導坑＃1 
20） 短縮型 A&Eセグメント 
21） 特殊状況 
22） 特別インバートセグメント 

23） トンネル中心へのラジアルライン 
24） 頭上または垂直位置に配置するときは、サポート Aまたは

Eセグメントに必要とされる 3”φ×5パイプ支柱を設置 
25） 8’-4”RAD セグメント A&Eに典型的 
26） 4’-9”RAD セグメント B、Cおよび Dに典型的 
27） セグメント D 68° 
28） セグメント C 74° 
29） セグメント B 38° 
30） セグメント A 
31） トンネル中心へのラジアルライン 
32） 平行面ラジアルジョイント―典型的 
33） 膨張による移動方向 

1） セグメント平面図（図はセグメント Cを示す） 縮尺：1？＝1’-0” 
2） CNA???3/4”?6” セグメント Cのみ 
3） 断面 A―A 
4） 溶接ワイヤ繊維 4×4―10/10 
5） 同寸 
6） 断面 B―B 
7） ジャッキ受けポケット、B以外のすべてのセグメントに典型的 詳細図を
参照 

8） 5”均一厚―すべてのセグメントに典型的 
9） このパッキング位置は、具体的な導坑方向に応じて変更可能 
10） 典型的導坑覆工―全体的レイアウト 縮尺 1”＝1’-0” 
11） セグメント E 
12） 前導坑のセグメント C部分 
13） 材木ブロッキング ＠ウェッジ―典型的 



 
 

 

 

 

スタックドドリフトライナーの構築 
ドリフト掘削の方向は西から東、または東から西、

あるいは、トンネルの両方向から中央に向かって行

う。 
構築は、ｲﾝﾊﾞｰﾄからスタートし、クラウンを形成し

ながら両側から上に向かって行う。 
ｲﾝﾊﾞｰﾄドリフトに続いて、トンネルのそれぞれのサ

イドの一つから、二つのドリフトを同時に掘削す

る。ただし、クラウン部を閉じる最後のドリフトに

隣接する二つのトンネルについては、最低 50フィ
ート間隔でストッパーを設置する。 
掘削では極力地盤の乱れを最小とするようにする。

ドリフトライニングは、全ての空間を埋めること

で、周辺地山に対し固く施工する。グラウトの使用

が必要な場合は、トンネル内部の湿潤部の掘削のた

めの適切なコンシステンシーを確保するために行

う。必要な場合、遮断材料、隣接するドリフト間の

ウッドストリップ、トンネル端部近くでの補強鋼材

の設置のタイミングと実施は、コントラクターが決

定する。 
ドリフトのコンクリートの充填は、一端若しくは、

端部に向けて中間点から行う。 
隔壁(bulkhead)の無い傾斜のある施工ジョイント
は、コンクリート打設の際の 1フィート最低深さま
での高低差を除き、ドリフトの鉄筋無しで施工でき

る。ドリフトの掘削は、掘削部に隣接した既存ドリ

フトのコンクリートの最小強度が 1000psi に到達
してから行う。 
トンネル内部の掘削(中抜き) 
中抜き掘削は、3フィート以内の高低差を確保しつ
つ、トンネル軸方向に平行に、実質的に平らな状態

の連続ベンチで実施する。許容値を含めたそれぞれ

のベンチの高さは、12 フィートを超えてはならな
い。掘削の横方向の形状は、実質的に水平とする。

ただし、一時的に端部の 4フィートまでの高さ土砂
が、次のベンチ掘削まで残る場合を除く。土工事は、

コントラクターのオプションとして、一端若しくは

両端から実施する。 
土砂の搬出と同時に、コンクリートライナーの露出

面は、完全に土砂とグラウトを取り除き、また、ド

リフトライニングが融合していない部分を除き、ク

リーンな状態にする。 
掘削の間のトンネルライナーのゆがみによる、コン

クリート剥がれのリスクを防ぐため、コントラクタ

ーは、施工面にアクセスし、露出した表面を点検し、

必要に応じた対策を行う。 

9フィート直径ドリフト(32ユニット)のスタックドライニングの例 

記 
提案された道路線形は、典型的な垂直クリアラ

ンスと片勾配(super elevation)に基づく、まっ
すぐで平行な横断面の直線線形である。アスタ

リスクでマークした寸法と片勾配は、掘削トン

ネルの端部近くの線形の変更に応じて変化さ

せる。クリティカルケースの適正なクリアラン

スについては、シート 39を参照されたい。 
道路構造は、模式的に(schematically)情報とし
て得ることができ、この契約には含めていな

い。道路構造のサポートシステムのタイプは、

コントラクターがどのようなスタックドリフ

トライナーを選択するかにより変わるため、詳

細には与えていない。この契約での特別な添付

条項にかかわりなく、ドリフトへのロックボル

トや局所的な覆工(local sheeting)を用いるこ
とができる。 
防火設計では、道路に沿ったあるいは道路上の

余った空間は換気のために使用することが求

められる。この理由から、この契約では露出表

面は、標準仕様のクラス 3の定義以上のものと
する必要がある。 
内部空間の測定で、3/4”を超える突出や変形
は、円滑に補修することが求められる。 



 
 

 

 

 

様々なタイプのライナー構造のウッドストリップアレンジメントの例 
 
Concave(凹型) 
Stay in place drift liner 固定ドリフトライナー 
Drift liner removed ドリフトライナー撤去 
Straight(直線型) 
Convex(凸型) 
Composite liner systemコンポジットライナー 
Non composite liner systemノンコンポジットライナー 
 
記 
シート 38の寸法の説明に対応 
上記の例は、可能なドリフト構成と建設方法の例の一部である。コントラクターは、州技術

者の承認のもとで、他の配置を提案してよい。 

トンネルライナーの許容範囲 
契約の最低深さを規定 
 
記 
“A” =3” は隣接ドリフトの配置位置偏差の局所最大許容値  
“B” =6” は、トンネル内部掘削前の全体最大施工許容値 
“C” =3” は、トンネル内部掘削後のライナー変形最大推定値 
上記の値は、スタックドリフトライナーの全てのタイプについての典

型値である。 
許容値範囲を全部分使用することは、将来の道路構造のためのクリア

ランス状況に局所的弊害を与える可能性がある。隣接方法には、下記の

コーナー部のクリティカルクリアランスを参照。 
掘削許容値は、完成ドリフトからの偏差が 100フィートにつき 3イン
チを超過しないこと。完成ドリフトからの最大偏差は、インバートドリ

フトに対し 3インチとする。 
隣接ドリフトとの相対位置が仕様に記す 3 インチの偏差以内に維持さ
れる場合、ライナー最大厚さが 10フィートより少ないトンネルサポー
トシステムの場合、コントラクターは内径 63フィートより大きな直径
内空を選択でき、施工直径の許容値は増加する。 
ジョイント部の円周方向から、または曲線ジョイントの弦からの偏差

の許容値は、 

	
360°
4  

ここで、nは、トンネルライナーのスタックドドリフトのユニット数。 

コーナーのクリティカルクリアランス(東向方向) 
 
 
記 
提案された道路線形のための、トンネルライニングのセン

ターから内空コーナーポイントまで距離の計算値は、表 A
及び Bに示す。 
将来の壁の仕切りや道路上方の天井構造の設置に必要とな

る、道路舗装及び壁との間の最少円周方向クリアランスは、

それぞれ 6”(0.5’)と 3”(0.25’)必要となる。これらの要求事項
に合致するよう施工するため、コントラクターは以下のオ

プションを有する。：(1)トンネル内径の拡大、(2)スタック
ドドリフトライナーシステムの構成のクリティカルポイン

トで十分なクリアランスを確保できる配置への変更、(3)ト
ンネル端部での最大値から必要ない場合の 0までの、直線
ラインのテーパーブロックアウトの提供、(4)局所的なコン
クリートの除去 
(c)クリティカルポイントのクリアランス獲得方法を尊重す
る。クリティカルな距離は、表 A及び Bに記載したステー
ション間の直線ラインの移行により変化する。 
 



 

 

 

トンネル西端でのドリフトの補強 
Alternate Bars 代替バー(鉄筋?) 
Tunnel Liner (Schematic)トンネルライナー(配置位置) 

ドリフト端の補強 
端部リング 
End Ring 端部リング 
Construction joint (optional) 施工ジョイント(オプション) 
End of Drift ドリフト端部 
Drift Reinforcement below Spring Line   ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝより下のドリフト補強 
Inside tunnel liner トンネルライナー内部 
3” Cir. (Tup) 
Outside of tunnel liner トンネルライナー外部 
Drift reinforcement above spring line ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝより上のドリフト補強 

 
補強用ラップスプライス表 
鉄筋サイ

ズ 
“A”(*) “B”(*) 

B 3’8” 4’10” 
11 7’3” 9’5” 

(*)一か所 1/2 以下の結節の場合、"A"
を使用。一か所 1/2を超える結節の場
合"B"を使用 

断面 A-A 
End ring 端部リング 
Radial line at centerline Drift センターラインドリフトの円周方向 
Drift reinforcement above spring line ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝより上のドリフト補強 
Finished drift surface 完了したドリフト表面 
For other possible drift configurations, see sheet 37 
他の可能なドリフト構成のため、シート 37参照 
Drift reinforcement below spring line ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝより下のドリフト補強 
Clearance “O” (See Notes) クリアランス“O”(ノート参照) 

西端の換気ブロックアウトの補強 
端部リング補強のアウトライン 
列 1、列 2、列 3 

記： 
ドリフト補強は、エリア内のドリフト間で、できるだけ

均等になるよう配置する。 
鉄筋は、コントラクターのオプションの結節箇所につい

て、補強スケジュールに合わせ、全長を請求する。No.14
の鉄筋は機械継手でカップリングする。No.11及び 8の
鉄筋は、それぞれカップリングまたは重ね継手による結

合(Lop Splice表参照)を行う。 
クリアランス”O”は、ドリフトライナーを撤去する場合、
処理表面に対し 3”確保する。列 1 及び 3 に対しては、
ドリフトの補強は、このクリアランスの完成ドリフト表

面のコンターに従い行うことができる。 
 
トンネル端部リングの詳細については、シート 41を参
照。 
ドリフト補強のフープ筋、スペーサー(chair)、ハンガー
や他の支持部の詳細については、コントラクターの責任

とする。コンクリート施工ジョイントは、ドリフト補強

の範囲で、標準仕様に合わせ、必要な場合、垂直に粗面

処理、清掃を行う。 
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２）FEM解析資料の翻訳 

WSDOT から提供されたマウントベーカーの FEM に関する下記の検討資料について、翻訳

を行った。 

 

 

図 4.3.1.25 FEMに関する検討資料 

 

翻訳資料を次ページ以降に添付する。 
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はじめに 

州際道路 I90号のMt. Baker Ridgeを通る 61.5フィートの道路トンネルは、岩盤でないトンネルとして

は最も大きなトンネルとなる。提案ルートでは、Mt. Baker Ridgeをカットし、クラウン部の土被りは

20から 115フィートになる。トンネルエリアの地質は様々な割れや擦り減りのある非常に硬い過圧密粘

土である。短期間ではあったが、地盤をテストシャフトとして露出させ、自立してはいたが、水分の存在

する箇所では膨張する危険があった。前例のない大きさのトンネルであること、過圧密のシルト質粘土

の特性より、様々な建設手法が HNT&B engineers より提案され、このスタックドドリフト工法のコン

セプトが採用された。この方法により、巨大トンネルの外周部は、連続し連結した小導坑の建設により構

築され、小導坑はコンクリートが充填され構造的なリングを形成する。巨大な構造リングの完成の後、内

部の土砂が掘削される。 

この報告書では、地盤の掘削の様々なステージのライナーの圧縮力、モーメント、変形を与えている。地

表面の移動も内部の土砂が掘削された場合の周辺地盤のライナーの相互作用による結果から推定してい

る。計算はライニングと周辺地盤の弾性相互作用を仮定したコンピューターによる有限要素法を用い実

施された。計算は、土被り 20, 60, 115フィート、初期 K0 値は 0.5 and 2.0の場合について行われた。 

この報告書に続き、計算方法、計算結果、結果についての技術的意見を述べている。 

 



土質特性と静止時の現地土圧係数 K0 

コメント：K0は In situ Coefficient of Earth Pressure at Rest とあるため、直訳では静止時の現地土圧係数と

なる。ただし、図 F-6(a)を見ると、側圧係数と同等であると推定される。 

 

現地の応力構造のもとで、ライナーと地盤の間の変形や相互作用を支配する、地盤の最も重要な特性値

は、土質剛性(Stiffness of the soil)である。粘土の土質剛性の推定のため、平板載荷試験、グッドマンジ

ャック試験、三軸試験、一軸圧縮試験(unconfined tests)、現地地震波調査が実施され、Shannon & Wilson 

Inc.の土質報告書で報告された。これらの様々な試験によるヤング係数の決定では、結果として様々なバ

リエーションが生じたが、トンネル周辺粘土のヤング係数の現場値を納得できる精度で推定できる、十

分信頼できるデータが得られた。 

 

最も重要なデータと考えられるのは、試験シャフト TS-1と TS-2で行われた平板載荷試験からのデータ

と、地震波試験のせん断波速度である。平板載荷試験(plate bearing test)による土質のヤング係数は、TS-

2断面の+85位置で行われた値が 21,600psiである。それ以外に+135及び+145位置の 9,170、7,720の

数字はあるが、これらは激しいスレーキングがあり、含水量が多かったりした。粘土質面では、+106位

置での平板載荷試験結果は 18,900psiとなっている。 

 

地震波調査では、トンネル周辺の硬質粘土のせん断波速度 Vsはおよそ 1200ft/sec。 せん断係数 Gsは

以下のように計算される。 

	 	 	 	 	 	  

ここで 	  は単位体積当たりの比重(mass per unit of volume)で、	 	 		  と定義され、 

	  は土の単位体積重量を示し、gは重力加速度を示す。 

これから、せん断係数は、地震は調査の結果から次のように計算される。  

	 	 	 	 	 	 	
120 	 	

	 	 	

32.2 	 	
	 	 	 	

1200 	 	 	
	

	 	 	 	
1
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        または 

	 	 	 	 	 	 	 37,200		 	 	  

 

地震波調査によるヤング係数は以下のように与える。 

	 	 	 	 	 2 1 	 	 	 	 	 	  

これから、ポアソン比	＝0.4 のときのヤング係数は以下のように与えられる。 

	 	 	 	 	 2 1.4 37,200		 	 	 104,000		 	 	  

 

経験上、ヤング係数 E の値は、地震波試験による推定方法では実際よりもずっと大きな値となることが

予想される。それは以下の二つの理由による。第一に、ヤング係数の地震波による値は、動的に求められ

たものであり、静的荷重と関連する時間依存の回復の追いつかない応力要素を含むことができない。第

二に、地震波パルスに関連する応力レベルは、ライナー周辺の応力変化より小さい。応力レベルの増加に



対し、地盤のヤング係数が減少するため、地震波によるヤング係数値	 	 	 	 	は、トンネルの相互作用問題に

直接適用するには大きすぎるものになる。 

 

経験上、計算に使用される「有効な」せん断波速度は、静的応力を受ける土質せん断係数の場合、測定さ

れた Vs値の 1/2から 3/4が適切と考えられる。このような理由から設計に用いるヤング係数は、以下の

ように低減される。 

	 1/2 	 104,000		 	 	 26,000		 	 	  

 

測定せん断波速度の解釈に関して、 

一軸圧縮強度及び三軸圧縮強度試験のσ1 	 	σ3 値の差から、4t/sfの値が出ている。 

また経験上、一軸圧縮強度(unconfined strength)のおよそ 300倍がヤング係数の値であることから、以

下の用にも推定される。	

4
	 	 	
	 	 	 2000

	 	
	 	 	

1
144

	 	 	
	 	 /	 	 	 300 16,700		 	 	  

 

要約すると、比較的乱されていない土壌のヤング係数は、二つの平板載荷試験より、21,600または、18,900

と推定される。また、せん断波速度から、26,000psi、一軸試験からの経験値により、16,700psiとなる。 

計算では、トンネル周辺部の粘土剛性を表すヤング係数は、20,000psiとして計算された。この報告書で

は、地盤剛性の値として、全ての計算に使用されている。 

 

ライナーの変形と応力は、静的な土圧係数に依存する。過圧密材料の試験室の試験及び現地での経験か

ら、K0 値は、尾根の軸に平行方向で、1.0を超えることがある。Sherifによる試験室サンプルの測定で

は、この値が 2.0まで大きくなることがあった。このため、解析に使用する値は、0.5と 2.0とした。こ

れらの値は、Mt. Baker Ridgeの K0の値の上下限の値として設定された。 

 

構造のライナーの特性 

構造ライニングは、充填ドリフトが重なった構造で構成されている。ドリフトの直径はおよそ 8ft であ

る。それぞれが、図 F-1(a)の A-B部のように接触している。個々のドリフトを結合するような補強は無

い。 

 

このため、リングのモーメント耐力及び円周方向の曲げ剛性は、ライナー構造の円周方向の圧縮力

(thrust)に依っているといえる。また、個々のドリフト間では、半分の延長(約 4フィート幅)で表面が接

触していると想定している。このようなことから、解析では、ライナーは 4 フィート厚さのセグメント

からなっているとし、この厚さで圧縮力を受け持っている。その場合、以下のような仮定を置いている。 

(1) その点での圧縮力と曲げモーメントを組み合わせたものが、接触面の内側と外側両方に正味の圧縮力

を与える。 

(2) ライナーの最大圧縮応力はコンクリートの終局応力を超えない。 

 



このような状況から、セグメントは厚さ 4フィートで、ヤング係数 3 x 106 psiの連続したリングとして

働く。 

 

ドリフトが図 F-1(b)のような接触面で接触する構造の場合、例え、圧縮力とモーメントが接触面を通し

て弾性的に移行し、終局応力の 0.85 f ’cやMを超えないようライナーが抵抗するにしても、ライニング

の曲げ剛性は低減される。セグメントが、ライナーの厚さの一部である ch で接触する場合を考えると、

以下のようになり、 

(hはライナーの厚さで、cは接触部分の割合を示す)  

T
1
2 	 	 	 …………… . . 1	  

σ
2	
	 	 ………………… . . 1	  

ライナーの最大歪は以下のようになる。 

ε
	
	 	

2	
	 	 	 	

……………… . . 2  

また、曲率の変化は以下のようになる。 

	
	
	 	

2	
	 	 	 	 	 	

…………………… . . 3  

連続したライナーの曲率は、
	

	 	 	 	 	
で与える。ここの	 	 	 	 はライナー材料のヤング係数で、Iは断面二次モ

ーメントである。この式と式(3)より、以下の関係が求まる。 

	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	
2	 ………………… . 4  

ここで、 

M T 	 2	 	 1 3	 	 	 …………… . 5  

 

	 	 	 	 は、セグメントコンクリートライナーと同等の曲げ剛性を有するとした疑似連続リングの解析に使

用される。式(4)を単純化すると、I ｈ
	
12	 より、 

	 	 	 	 6 1 2	 	 1 3	 	 	 	 	 	 ………… 6  

 

コンタクトエリアが 50%と 33%の場合、	 	 	 	 はそれぞれ、1/2、1/4となる。 

本報告書では、ライナーは、4フィート厚の連続体で、ヤング係数 1 x 106としている。この値は、コン

タクトエリアが 40％に相当している。セグメントライナー相当である、周辺剛性 	 	 		  及び、曲げ剛

性 	 	 	 		 は、それぞれ、ライナーのインチ当たり、125,000 psi 及び 152 psiとなっている。 

 

 

 

 



結果の表し方 

有限要素法が、地表面変形と掘削部とその近傍の変形と応力の推定を行うために使用された。計算方法

は本報告の付録Ⅰに記載されている。全面掘削の、ライナー付き、ライナー無し掘削部で、土被り 115、

60、25フィート、初期 K0 値 0.5 と 2.0 の場合の、全部で 16ケースについての結果が得られた。これ

に加え、土被り 115フィート、K0 値 0.5 と 2.0 の場合で、全延長について、1/4と 1/2トンネル断面掘

削の 4 つの結果が得られた。図 F-2 にはライナーの無い場合、F-3 ではライナーのある場合の表面変形

と、掘削部の変形が示される。ライナー部の圧縮応力とせん断応力の分布が図 F-4に示される。1/4掘削

と 1/2 掘削の結果は図 F-7 に示す。上記の結果は、無限延長のトンネルを仮定した実質的に二次元断面

の解析結果である。これらの結果は、トンネル直角方向のモーメント、圧縮力、変形、表面沈下、の予測

に適したものである。 

 

トンネル軸方向の変形やモーメントの変化の予測のために、三次元軸対称有限要素プログラムが使用さ

れた。この結果は、図 F-8に示す。この中で、掘削位置の前後でのトンネル壁の円周方向の変形が示され

る。これは、連続断面の縦断方向の変形や曲げモーメントの推定に用いられる。 

 

結果についての議論 

ライナーの無いトンネルの計算結果を図 F-2 に示すが、この結果はトンネルの設計には適用されない。

しかし、構造上のライナーを有限要素プログラムに組み込む前に、解析の完全性のために、この場合も含

む必要がある。 

 

全ての土被りや、K0の値、直径の減少量に対し、図 F-2のライナーのあるトンネルに対するより良いと

いう感覚があるため、これらの結果も含まれる必要がある。それに加え、クラウン部の拘束応力解放によ

る、トンネルのセンターライン部が「浮く」傾向がある。これらの結果から、K0=0.5の場合の垂直軸方

向の最大直径変形及び、K0=2の場合の水平方向の最大直径変形が考えられる。ライナーが無い場合の変

形は、K0=2で、被り 115、60、20フィートで、1.5％、1％、0.6%となった。これらの直径の変化は、ト

ンネル掘削部周辺の多少の表面スレーキングや含水量の増加を許容する「フレキシブルな」ライニング

がトンネルに設置された場合の、変形の良い指標となる。図 F-2に示す地表面の弾性移動は、土被り 20

フィートで K0値がどちらであっても、(1/4” – 3/4”)の僅かな浮きが示された。土被り 60フィートで K0=2

で約 1/2インチの浮き、K0=0.5 で約 1/4 インチの沈下、土被り 115 フィートで K0=0.5 でトンネル直上

で 3/4”の沈下があり、K0=2 の場合は同様な沈下がトンネルの側方で見られたが、トンネルの直上では、

わずかな浮き上がり(heave)が見られた。 

 

トンネル直上の浮きの傾向は、トンネル上の水平方向の圧縮力からのポアソンの効果のためである。こ

の効果は土被りが大きくなるにつれ減少してゆく。 

 

スタックドドリフトライナーのあるトンネルの変形パターンは、被り 115、60、20フィート、K0値 0.5

と 2.0のケースについて図 F-3に示されている。その全ての場合で、内部土砂の掘削(中抜き)による上方

への移動若しくは浮きが見られた。クラウン部もインバート部も全てのケースで上方に移動している。



ライナーの無い場合と比較して、剛性が十分であり、一方の直径の減少効果を他方で逆に直径を増やす

ように働いている。 

 

K0=0.5のインバート－クラウン直径は減少したが、スプリングラインの直径は増加している。それに対

し、K0=2 の場合は逆の変形が見られた。K0=0.5 の場合の変形は、115、60、20 フィートで、0.22 %, 

0.125%, and 0.055 %の垂直方向の減少があった。このように、スタックドドリフトトンネルの変形は土

被りの最大深さに対応し 0.25％から 0.50％の間になる傾向があり、K0=0.5で小さな値、K0=2の場合大

きな値となる。 

 

スタックドドリフトライナーの土砂の中抜きによる表面の移動は、図 F-3の、K0 及び土被りの値に対し、

浮きとして示される。 

 

被りが薄いほど、浮き上がりが大きくなる傾向がある。しかし、全てのケースでそのレベルは 1/4インチ

から 1/8インチ程度である。またこの値は、既に完成したドリフトリングの中抜きによる僅かな表面の移

動である。これらの移動には、小導坑の掘削による地盤の喪失による効果は含まれていない。スタックド

リフトの外側のせん断応力及び応力分布は、全ての土被りと K0値に対する値として図 F-4 に示される。

これらの分布は、全ての断面での抵抗が必要となるせんだん力、圧縮力、モーメントの見積もりに使用さ

れる。特記すべき点は、ライニングのせん断応力の方向は、常時ライナーが楕円に変形するのを防ぐ方向

に働くことである。例えば、K0 =0.5の場合、せんだん力は、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ方向の直径が広がることを制限

する方向に働く。同様に、K0 =2.0の場合、せんだん力は、クラウン-インバート方向の広がりを防ぐ方向

に働く。ここで使われる弾性解法では、ライナーが媒体として仮定されることに留意する必要がある。実

際、図 F-4(b)のせん断応力の大きさのいくつかは現れていない。これは、地盤のせん断強度が、示された

せん断力ほど大きくないためであり、実際、ライナーと地盤の間で滑りが生じている場合もある。せんだ

ん応力のピーク箇所は単に低減され、より低いせん断応力の他の媒体エリアは増加し、滑りにより変化

した全体のせん断力は、そう大きくならない。 

 

周辺圧縮力 T、トンネル軸に対し直角な、曲げモーメントMは、図 F-4の応力分布で一定となっている。 

ライナーの様々な部分で計算される。圧縮力と曲げモーメントの一覧は、表１の列６と列 8 に示され、

圧縮力 Tは、ライナーあたりの kips(kilo pound)の値で与えられる。これらの結果から、圧縮力とモー

メントは全ての点で、土被りが大きくなるほど大きくなる。与えられた深さで、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝの最大圧縮力

は、K0＝0.5のとき生じ、クラウンとインバートの最大圧縮力は K0＝2.0のとき生じる。これらの結果か

ら、最大圧縮力と最大モーメントは K0値の影響を受けることから、設計の K0値の範囲を考えることが

望ましい。圧縮力とモーメントの決定についての提言はこの次のセクションで取り上げる。 

 

 

 

 

 



設計ガイドライン 

断面の与えられた点での、トンネルライナーの単位長さあたりの圧縮力は、 

T 	 	 	 	 	 	 	  

 

	 	  は、ライナーの圧力分布の関数で、H はクラウン部の土被りの深さ、R はライナーの直径、γは土

砂の単位重量を示す。このため、	 	 	 	 	 		  は、圧縮力の無次元量となり、深さの無次元量H/D（Dは

トンネル直径）の関数となる。土砂の剛性に対するライナーの剛性の比は、 

E	 	
	 	 	

 

ここで、t はライナーの厚さ、	 	  は土砂のヤング係数、E	 はライナーのヤング係数を示す。本検討

では、このE	 	 	 	 		  は一定値であり、無次元圧縮力は、H/Dの関数となる。この無次元圧縮力及び無次

元かぶりは、表 1の 7列と 10列に示され、図 F-5(a)に全てのケースを示している。スプリングラインの

設計圧力は、図 F-5(a)の曲線(a)から与えられる。ここでは、K0=0.5のケースである。ここで注意するこ

とは、K0=2.0の曲線、(d)は、カーブ(a)よりわずかに下にあるだけであり、深さが深くなるほど一致して

ゆく。このことはスプリングライン付近の圧縮力は、K0の値に比較的依存しない。実際のところ、この

(a)と(d)の斜線部分に K0=0.5と 2.0の間の全ての無次元化された圧縮力が含まれる。クラウンとインバー

ト部の設計圧縮力は、様々な被り深さに対応する(b)(c)の比較により求める。(b)(c)と(e)(f)の比較から、ク

ラウン部とインバート部の圧縮力は、K0の値に極めて敏感であることが分かる。 

トンネルライナーの単位長さあたりのモーメントは、断面の与えられた点で、以下のように与えられる。 

M 	 	 	 	 	 	  

	 	  は、ライナーの圧力分布の関数で、H はクラウン部の土被りの深さ、R はライナーの直径、γは土

砂の単位重量を示す。	 	  はモーメントの無次元量となり、圧力分布が非均一の場合、増加する。このモ

ーメント無次元量 M 	 	 	 		  は無次元深さ H/Dの関数となり、土砂剛性に対するライナーの曲げ剛性

の比は、 

E	 	
	 	 	 	

 

ここで、I は、トンネルライナーの単位長さあたりの断面二次モーメント、本検討では、この E	 	 	 	 	 		  

は一定値であり、無次元モーメントは、無次元深さ H/Dの関数となる。この無次元モーメント及び無次

元かぶりは、表 1の 9列に示され、図 F-5(b)に全てのケースを示している。インバート部、クラウン部、

スプリングライン部の設計モーメントは、カーブ(a), (b), and (c)で与えられる。それぞれの曲線は、深さ

が深くなるに従いモーメントが減少する。この理由は、被りが深いほど、土砂構造がより完全になるため

である。 

これらの曲線は、モーメント係数あるいは、無次元モーメントの値が、Hendron, Gambel, 

Haltiwanger, Newmark(1968)により行った、砂に埋めた同様な剛性のシリンダーモデルの測定結果と

比べ、1から 3％程度の違いしかない。周囲の土砂とこのライナーの相互作用のため、モーメント無次元

量が低くなることには留意しなければならない。例えば、図 F-6(a)の応力分布を受ける剛なライナーは、

K0 =0.5 、＝2.0に対し、12.5％及び 25%の無次元モーメントを受けることになる。 

全面掘削(中抜き)のためのトンネル垂直方向の圧縮力とモーメントを得るための上記の推奨事項では、K0 



の値を 0.5から 2.0の範囲で変化させ、荷重を推定することが最も好ましい方法としている。安全性の確

保のため、荷重を荷重係数として倍とすることは行わない。これらの値を使用する構造技術者は、適切な

安全係数で持って、これらの荷重に抵抗する断面を設計しなくてはならない。 

上記の設計圧縮力及びモーメントは、断面の全面掘削を前提とした解析によっている。このため、断面の

1/4及び 1/2掘削の場合の解析で、より大きな圧縮力及びモーメントが生じる可能性があるか調査された。

その結果、1/4 掘削の圧縮力及びモーメントの増加は全面掘削に比べ非常に小さく、1/2 掘削の場合も、

全面掘削の場合に比してそれを超えないレベルであることが分かった。表 2 に 1/2 掘削の場合のクラウ

ン、スプリングライン、インバートの圧縮力及びモーメントを示す。 

上記の最大圧縮力及びモーメントの大きさは、図 F-6(b)のダイアグラムの比較により確認される。この

ダイアグラムでは、圧縮力とモーメントの組合せにより、コンクリートの引張抵抗の無い無筋部分の最

終破壊を引き起こす範囲を示している。図 F-6(b)に示す相互作用曲線は、断面の厚さ t、コンクリート圧

縮強度 f ’Cで無次元形式で与えられる。コンピューターによるコンクリート応力歪曲線は、図 F-6(b)の右

上に示される。表 3に、全面掘削の場合と 1/2掘削の場合の圧縮力とモーメントの値を示している。表 3

では、断面のモーメントと圧縮力抵抗を示すパラメータの無次元量も示している。この計算では、f ’C は 

5000 psi、断面厚さ tは 4フィート、1フィートのトンネル軸方向量に沿った長さ bが考えられている。 

表 3 の無次元圧縮力及びモーメントを、図 F-6(b)に、相互作用曲線に描かれた圧縮力とモーメントの終

局値との比較のために記載している。圧縮力に対するモーメントの比は、図 F-6(b)の斜線エリア内に、ほ

ぼ直線状にプロットされていることに留意する必要がある。このダイアグラムの直線は、圧縮力 T、異方

性定数 eにより引かれている。図 F-6(b)の傾きは、異方性の逆数である 1/eに比例する。このように、図

F-6(b)に示す点は、小さな異方性での荷重パスを表している。 

若し、荷重パスが、f ’Cの減少や断面厚 t の減少により、破壊域まで伸びた場合、破壊点は、この相互作

用ダイアグラムの C 点の近くに生じることになろう。この位置は、周辺部分の強化によっても、明らか

にポイント A及び B(図 F-   )間の部分の能力の増加につながらないことから、重要である。補強は、

相互作用曲線との交差が B点より下の場合のみ有効である。；点 Bの下では、補強により、モーメント能

力の向上、静的圧縮力の断面強化の向上が行える。 

ここで考察されたスタックドリフトのコンセプトに対し、リング補強による安全要因の増加よりも、ド

リフト間の有効接触厚さの増加によるリングの厚さの増加の安全要因について議論することがもっと効

果的である。 

トンネル断面の 1/4及び 1/2全延長掘削による変形は、図 F-7に、K0 が 0.5 及び 2.0で、被り 115フ

ィートの場合が示されている。図 F-3と F-7の比較により、全面掘削の 1/4、1/2の場合は長い延長の場

合のトンネルにのみの適用である。これらのケースそれぞれに対し、ライナーの縦断方向の曲げは考慮

されていない。縦断方向の曲げモーメントは、実際、掘削が行われている表面近くのライナーに沿って生

じる。表面近くの偏向パターンを推定するため、弾性体を進行するライナーの無いトンネルの、軸方向対

称解法が求められた。トンネル面に関する内向き円周方向変形の伸びが、図 F-8(a)に示された。これらの

結果は、二次元解析から得られた円周方向の変形の約 89%が、切羽の断面直径(2a)前と切羽の断面直径

(2a)後ろの間で生じていることが分かる。このように、縦断方向のモーメントは、以下のように近似でき

る。 

M
6	 	 	
4	 	  



ここで a は、トンネル半径で、Δは部分掘削の二次元解析または長大トンネル解法による円周方向の変

形。例えば、トンネルが被り 115 フィートで、全面同時に掘削された場合、最大曲げモーメントは、Δ

=0.162フィート(図 F-3) を用い決定され、 

M
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軸方向荷重が無いと仮定し、曲げによる最大応力は、 

σ
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	 	 	 136psi 

この曲げ応力は、縦断方向曲げによるライナーの引張クラックを生じさせない、また縦断方向の補強も

必要ない。しかし、この課題は、構造エンジニアによる十分な解決が残されている。若し構造エンジニア

が、縦断方向の曲げが影響しないという上記の計算結果に納得していない場合、連続的な掘削は、図 F8-

(b)に示すような、それぞれの掘削ステージを x フィート離して実施することで、実際的に縦断方向の曲

げを取り除くことができる。この報告書には縦断方向の曲げを緩和するような、このような連続掘削に

関する十分な情報は無い。 

 

結論 

この報告書では、推奨事項は、設計のためのリング圧縮力とモーメントを求めることを目的として与え

ている。ライナーの変形と地表面の移動は、1/4掘削、1/2掘削、全面掘削について、K0値を 0.5と 2.0

で求めている。しかし、ここでの表面の移動量は小導坑を掘削する場合の変形は考えていない。 

クリティカルなモーメントと圧縮力の解析は、リング方向も縦断方向の補強も必要ないことを示してい

る。しかし、インバートの大きな圧縮力が、インバート部で 4 フィート以上の接触面を必要とするかも

しれない。また、コンクリート強度の仕様も….. 

この解析で仮定されたセグメント群がリングとして挙動するためには、セグメントは完全にセグメント

間で初期接触している必要がある。この初期接触は、底から連続して個々のドリフトが掘削され、コンク

リートが流し込まれることで、高められる。この報告書では、セグメント間(図 F-1の A-B)の表面コンタ

クトに沿ったせん断力及びせん断抵抗は解析されていない。この課題は、トンネルライナーの応力分布

のダイアグラム(図 F-4)から、せん断力の計算により、構造技術者により詳細に検討される。せん断抵抗

が、セグメント間で適切でない場合、セグメント間の接合が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



有限要素解析 

 

はじめに 

有限要素法は地表面の変形及びトンネル掘削部(opening)及びその近傍の変形及び応力の推定値を求める

ものである。トンネル軸方向のディメンションは掘削部のディメンションに対し大きいため、トンネル

軸方向の、端部を除いた典型断面の変形及び応力に関する擾乱の効果は無視できる。トンネルの軸方向

の変形の変化は小さいため、軸方向の応力変化は生じないとの更なる仮定ができる。このような仮定に

より、三次元問題を二次元平面応力問題とすることができる。 

線形弾性材料特性を仮定し、掘削後の連続体としての応力状態が、掘削部により引き起こされた応力状

態を連続体の既存応力に重ね合わせることで得られる。表面の変形及びトンネル壁面の変形は、掘削部

を含む連続体の解法から直接得ることができる。 

 

連続体の分割(Discretization) 

掘削部を含む連続体の部分を、三角形要素に分割して置き換える。図 I-1(a)に土被り 60フィートの場合

の有限要素グリッドの典型的な分割法を記す。三角形要素は、それぞれ節点で結合している。支配方程式

の立て方については多くの参照文献(1，2)があり、ここでは触れない。計算は、それぞれの節点の変形に

関するつり合いの式に基づく剛性法による。この解法により、それぞれの節点の変形が出、それぞれの節

点の変形から、要素内の応力が与えられる。 

 

材料特性 

連続体及びライナーの両方は、弾性材料の特性を有すると仮定する。それぞれの材料の応力歪関係は、平

面歪条件により求められ、以下のように与えられる。 
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ここで、Eは材料のヤング係数(Eeff：ライナー)、νはポアソン比を表す。 

 

載荷 

掘削前の、連続体の全ての点の応力状態は、上載荷重による圧縮力として計算され、	 	 と与えられ、水平

方向の応力	 	 は、以下のように与えられる。 

	 	 	 	 	 	  

境界の節点荷重は、掘削前のトンネル境界の応力状態を評価することで計算し、図 I-1(a)、掘削後のトン

ネル境界の応力状態は反対方向にそれを適用要することで計算する、図 I-1(b) 

 

境界条件 

左右対称のため、トンネルの半分側だけを考慮し解析する、図 I-1(c)。 BG及び FGの断面は、掘削部

より十分離れているので、擾乱の影響を受けない。地表面 A-B、トンネル面 CDEは、自由端とし、節点

は x,y方向両方に可動とする。 



AC、EF、BGは、水平方向に移動の制限(x方向)を受ける。FG及び BGの節点は、y方向の移動による

応力を受ける。 

 

数値計算 

異なる 16 ケースの計算結果には、部分掘削と全面掘削、土被り深さの違い、K0 値の違いが含まれてい

る。この計算結果を前章に示している。掘削部を含む連続体部分のディメンションは図 I-1(c)に示される。

端部 BG、FG はトンネルから距離があるため、トンネルと端部の擾乱の影響を受けない。これに加え、

三次元の軸対称有限要素解法によるトンネル壁の縦断方向の変形の計算も行われた。 

 

表 1 

クラウン、スプリングライン、インバート部の土被り深さを変えた圧縮力及びモーメントの計算結果 

(1) 
場所 

(2) 
土被り 

(3)
K0 

(4)
γHR 

 

	  

(5)
γHR	  

 
	 	
	  

(6) 
T 

	
	 	  

(7) 
	
γHR 

無次元 

(8) 
M 
 
	 	 	 	
	 	  

(9)

γHR	  

無次元 

(10)
H/D 

クラウン 115 1/2 452 14,800 145 0.32 18.4 0.0012 1.76 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 115 1/2 452 14,800 411 0.91 98.0 0.0066 1.76 

インバート 115 1/2 452 14,800 217 0.48 17.5 0.0012 1.76 

クラウン 115 2 452 14,800 943 2.08 210 0.0142 1.76 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 115 2 452 14,800 408 0.90 37 0.0025 1.76 

インバート 115 2 452 14,800 1185 2.62 241 0.0163 1.76 

クラウン 60 1/2 236 7,700 74 0.31 10 0.0013 .92 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 60 1/2 236 7,700 265 1.10 71 0.0092 .92 

インバート 60 1/2 236 7,700 82 0.35 8 0.0010 .92 

クラウン 60 2 236 7,700 555 2.30 133 0.0173 .92 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 60 2 236 7,700 234 1.00 15 0.00195 .92 

インバート 60 2 236 7,700 795 3.30 163 0.0212 .92 

クラウン 20 1/2 78.5 2,570 15 0.19 3 0.0012 .31 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 20 1/2 78.5 2,570 119 1.50 28 0.0109 .31 

インバート 20 1/2 78.5 2,570 101 1.30 1.5 0.0005 .31 

クラウン 20 2 78.5 2,570 271 3.40 82 0.032 .31 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 20 2 78.5 2,570 102 1.30 0 0.000 .31 

インバート 20 2 78.5 2,570 245 3.10 72 0.028 .31 

 

 

 

 

 



表 2 

1/2掘削、土被り 115フィートの場合の圧縮力及びモーメント 

場所 K0 圧縮力 

K/ft 

モーメント 

K ft/ft 

クラウン 0.5 163.4 11.3 

 2.0 752.0 147.3 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ 0.5 325.0 47.4 

 2.0 301.9 21.8 

インバート 0.5 196.3 27.1 

 2.0 378.5 18.9 

 

表 3 

f ’c=5000psi, t=4 ft, and b=1 ft の場合の、無次元設計圧縮力及びモーメント 

場所 K0 圧縮力, T, 
Kips/ft 

モーメント , 
M, 
Kip-ft/ft 

無次元圧縮力, 
	
bt	 	 	

 

無次元モーメン

ト, 

bt  

スプリングライン(全

面掘削) 

0.5 411 98 0.143 0.0085 

インバート(全面掘削) 2 1185 241 0.411 0.021 

クラウン(全面掘削) 2 943 210 0.328 0.018 

クラウン(1/2掘削) 2 752 147 0.260 0.0098 

スプリングライン 0.5 325 47.4 0.113 0.0041 

 

       
図. F-1: スタックドリフトライナーの理想化のための仮定 

a) スタック円形ドリフトコンセプト                

b) 部分接触を仮定したドリフト接合の理想化 



図. F-2: トンネルの変形と表面の移動 

 
a) ライナー無しのトンネル変形, 単位：FEET 

b) 地表面移動, 単位：FEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 F-3:トンネルの変形と表面の移動(全面掘削)  

 

a) ライナー有の変形、単位：FEET 

b) 地表面移動、単位：FEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図. F-4: ライナーの圧縮応力及びせん断応力、全面掘削 

 
a) 圧縮応力, psi 

b) せん断応力, psi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図. F-5: 圧縮力＆モーメント VS. 深さ       全面掘削 

 

 
a) 無次元圧縮力 VS 無次元深さ 

b) 無次元モーメント VS無次元深さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図. F-6: 無次元圧縮力＆モーメント  

剛性円柱-無筋コンクリート断面  

 

a) 剛性円柱の無次元せん断＆モーメント 

応力分散のある剛性円柱: 

	
	 	 	 	 	

max 0.125 

	
	 	 	 	 	 	

max 0.25 

b) 無筋コンクリート断面の相互作用ダイアグラム 

凡例 

■ インバート、全面掘削 

● クラウン、全面掘削 

▲ スプリングライン、全面掘削 

〇 クラウン、1/2掘削 

△ スプリングライン、1/2掘削 

プロット点の前提  

	 	 	=5000 psi 

	 = 1 ft 

t= 4ft 



図. F-7:  トンネル変形＆表面移動    ライナー有トンネル    部分掘削 

 
a) ライナートンネル変形、単位 FEET 

b) 地表面移動、単位 FEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図. F-8: 縦断方向曲げの考察 

 

a) 円周方向変形 VS トンネル軸方向の距離 

縦軸：円周方向変形   Pa/E 

 

ポアソン比 =0.45 

b) 縦断方向の曲げを生じないためのステージ掘削 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図. I-1: 有限要素検討 

 
a) 典型的な有限要素グリッド(60フィート土被りトンネル) 

トンネル掘削部周辺の拡大 

b) 掘削シミュレーションによる境界部の節点荷重 

(a) 掘削前 

(b) 掘削後 

c) 有限要素境界条件 
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４．３．２ アラスカンウェイ・バイアダクト・リプレイスメント・プログラム 

（１）AWVリプレイスメントプログラムの概要 

  アラスカンウェイ・バイアダクト（Alaskan Way Viaduct, AWV）は、シアトルの州道 99

号に位置する高架区間であり、1950年代に建設されている。 

  シアトルでは、2001年 2月にマグニチュード 6.8の地震が発生し、その地震の揺れが治ま

った際、高架橋のいくつかの区間に数インチの沈下が見られた。WSDOTでは、高架橋を安

定させるための対策を講じたが、地震がもう少し続いたら、高架橋は崩壊しただろうという

のが、その当時のエンジニアたちの見解であった。この自然の摂理（地震）をきっかけに、

高架橋の取り替えの必要性が認識された。 

  その後、十数年の調査・検討期間を得て、現在では、高架橋の老朽化と地震時の脆弱性に

対する対策として、公共の安全性を確保するため、高架橋の取り替えは、重要なプログラム

に位置づけられている。 

  アラスカンウェイ・バイアダクト・リプレイスメント・プログラムの中には、WSDOTを

はじめ、キングカントリー、シアトル市およびシアトル港が実施するプロジェクトが含まれ

ている。また、連邦道路庁もパートナーとなっている。 

  本プラグラムの主なプロジェクトは以下のとおりである。 

  ・シアトルのダウンタウンの下を通過する延長 2マイルのトンネルの建設 

  ・シアトルスタジアム近くのトンネル南口に繋がる新たな高速道路の 1マイルの延伸 

  ・ダウンタウンの南端における新しなオーバーパスの建設（シアトル港近くの交通混雑区

間において線路を跨ぐバイパスを建設する） 

  ・ダウンタウンのウォーターフロント区間における高架橋の取り壊し・撤去 

  ・州道 99号とダウンタウンを繋ぐウォーターフロントに沿った新たなアラスカンウェイの

街路の建設 

 

図 4.3.2.1 アラスカンウェイ・バイアダクト・リプレイスメント・プログラム 
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（２）意見交換内容 

  アラスカンウェイ・バイアダクト(AWV)・リプレイスメントプログラムのうち、トンネル

の建設・管理に関して、意見交換を行った。 

  地質に関しては、マウントベーカーと同様、Red Robinson氏により、プレゼンが行われ、

建設に関しては、Tim Moore氏、また、防災・換気・安全対策に関しては、下表に名前の記載

がないが、ハビット氏から説明が行われた。 

 
表4.3.2.1 訪問先参加者リスト 

 

  

名前 所属 Email 

Bob 
Josephson  

Jacobs Engineers  
Engineering Manager  

Bob.Josephson@jacobs.
com  

Red Robinson  Shannon & Wilson, Inc. Sr. Vice 
President – Director of Underground 
Services  

RAR@shanwil.com  

Gary English  Underground Command and Safety, LLC  
Tunnel Fire and Life Safety Systems 
Expert  

genglishucs@gmail.com  

Tim Moore  Washington State Department of 
Transportation. Mega Project Manager  

MooreT@wsdot.wa.gov  

Tareq Al-zeer  Washington State Department of 
Transportation, Technical Engineer  
SR-99 AVW Tunnel Operation  

AlzeerT@wsdot.wa.gov  

Nathen Hower  Washington State Department of 
Transportation. I-90 Tunnel Supervisor  
Tunnel Maintenance  

howerna@wsdot.wa.gov  

Jim Schettler  Jacobs Engineers.  
Engineering Manager, Tunnel Design 
and Construction.  

jim.schettler@soundtrans
it.org  

Bijan Khaleghi  Washington State Department of 
Transportation, State Bridge & Tunnel 
Structures Engineers  

Bijan.Khaleghi@wsdot.wa.
gov  
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（３）AWVトンネルの建設 

１）事前質問項目 

アラスカンウェイのトンネルの維持管理・建設に関し、以下の質問事項を事前に送付した。 

AWVに関する質問 

 

1. 維持管理 

1.1 点検方法、項目は？マウントベーカーと同じか？ 

1.2 トンネル健全度の基準は？（FHWAのマニュアルか？） 

1.3 トンネル健全度の点検で非破壊検査を使う計画があるか？ 

 

2. 覆工構造の設計 

2.1 どうやってトンネル覆工の設計をしているか？例えば、数値解析モデルや評価方法

など（日本では、フレームモデルでシミュレーションを行い、許容応力度でチェッ

クしている。時々、限界状態設計法を使います。） 

2.2 耐震設計をチェックする際、どのようにその結果を評価しているか？地震で決まっ

ているトンネルの構造はあるのか？ 

2.3 大地震によって発生した断層に対し、何か特別な対策をしているか？ 
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２） シアトル近郊の地質概要 

アラスカンウェイ・バイアダクト・リプレイスメント・トンネルが通過している地質は、

過去 200万年の間に、6回の氷河期により地質が形成されている。 

代表的な地質は、湖の底に堆積した粘土層（lacustrine clay）、氷河の溶けた水によって運

ばれた土砂（outwash sand）、氷礫土（glacial till）、氷河の退行の一時的休止を示す砂礫層

（recessional sand and gravel）である。非常にぎっしりと締められた固い土質である。 

シアトルには、南北に削られた溝があり、その上に氷河が出来き、その氷河の上にもいろ

いろな土質がある。 

またシアトルの南には SODO（south of the dome）と呼ばれるエリアがあり、ここは干潟

が埋め立てられた平坦な地区で現在は工場地帯となっているが、ここにも特殊な土質がある

（図 4.3.2.2）。 

 

 

図 4.3.2.2 地質概要 
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①  地質平面図 

アラスカンウェイは、図 4.3.2.3の赤丸の箇所から始まっている。初めは非常に柔らかい土

質で、活断層エリアの北部からスタートする。だいたい 3,000フィートの氷河期時代の土質

を貫いている。 

 

 

図 4.3.2.3 地質平面図 
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② 地質横断図 

図 4.3.2.4は横断図である。一番上の層がバション氷礫土（vashion till ※vashionは地

名）で、右側は砂質の土壌（advance outwash）になっている。その下の赤い層が湖の堆積物

（lawton clay ※lawtonは地名）である。 

その下には様々な種類の土質があり、氷河期から残されているものである。この層はコン

クリートに近いような土質である。中間には水分の入った砂質のものもある。氷河期の砂質

土により、非常に密な硬いものになっている。 

 

 

図 4.3.2.4 地質横断図 

 

  



4-62 
 

③ 代表的な土壌 

写真 4.3.2.1は、バション氷礫土で、非常に硬い土質である。 

 

写真 4.3.2.1 バション氷礫土 

 

写真 4.3.2.2に見られるような岩は、シアトル周辺では、時々出てくる。過去には 40フィ

ートも ある岩が出てきたこともある。 

 

図 4.3.2.2 出現した岩 
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図 4.3.2.3はヴィーコンヒル・トンネルで見られる地質である。ここでは硬い粘土や破壊し

た粘土が見られ、断層エリアにあるため、波を打っている。 

 

写真 4.3.2.3 褶曲した硬い粘土層（ヴィーコンヒル・トンネル） 

 

地上から 5フィートくらいの深さに、氷河期に出来た水分のある砂質層が出てくる場合も

ある（写真 4.3.2.4）。このような地層はトンネルの建設工事にはチャレンジな課題である。

乾燥した土質から水分の多い土質に突然変わることもある。 

 

写真 4.3.2.4 水を含む砂質層 
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④ ヴィーコンヒルの地質概要 

ヴィーコンヒルは、ダウンタウンの東に位置する丘陵地帯である。図 4.3.2.5に示す紫色が

硬い粘土であり、茶色は氷河期以外の川の沈殿物である。通常は非常に平らに重なっている

が、写真 4.3.2.5に示すように、入り混じった形で混ざっている箇所もある。おそらくその原

因は、まだ地層が柔らかいときに地震があったからではないかと想定されている。また、

所々に砂が入っている層が見られるのは非常に珍しく、液状化が原因と考えられている。 

 

図 4.3.2.5 地質平面図（ヴィーコンヒル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.3.2.5 ヴィーコンヒルの土質の事例 
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 ３）AWVトンネルの地質概要 

AWVトンネルの入口は、写真 4.3.2.6に示す位置である。ここはジャクソンストリートか

ら少し南に位置する。この写真は 1900年当時の写真であるが、それ以降、この地域は全て埋

め立てられ、産業地帯となっている。 

 

写真 4.3.2.6 AVWトンネル建設位置の過去の状況 

 

この地域では、発掘がスタートした時は、建築物や材木のようなものが沢山出てきた場所

である（写真 4.3.2.7）。なお、写真後方の高架橋は、これから解体される AWVである。 

 

写真 4.3.2.7 発掘時の材木など 
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①  過去のトンネル施工状況と土質状況の判明 

シアトル近郊では、過去 130年の間に、150のトンネルが作られている（図 4.3.2.6）。過

去 20年間の間では、クローズドフェイストンネルマシンを使用してトンネルが掘削されてき

た（図 4.3.2.7）。このような経緯を得て、シアトルの土質の挙動が分かって来たのである。 

 

図 4.3.2.6 シアトル近郊における過去のトンネルの施工状況 

 

図 4.3.2.7 クローズドフェイストンネルマシンによるトンネル施工 
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② トンネルを建設する前の土質に関する課題 

トンネルを建設する前には、図 4.3.2.8に示す通り、土の種類、単位重量、水位、岩の混在

やクラックの有無、粒径、含水量、湧水量、pHや科学的分析、粘着性等を知る事が重要であ

る。 

 

図 4.3.2.8 トンネルを建設する前の土質に関する課題 
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③ 地質工学ベースラインレポート（GBR） 

アメリカでは、トンネルの構築にあたり、図 4.3.2.9に示すガイドブック（アメリカ土木学

会発行）が使用されている。本書は、1997年に出版され、2007年にアップデートされてい

る。 

このガイドブックには、トンネルの構築に当たり、地質的および技術的なものが全てまと

まっている。 

 

図 4.3.2.9 地質工学ベースラインレポート（GBR） 
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④ AWVトンネルにおけるボーリング調査箇所 

アメリカでは過去 30年間のトンネル構築のベースラインとなる報告書がある。その中に

は、アラスカンウェイに関してまとめた報告書も存在する。アラスカンウェイのトンネル建

設の前には、様々な案が出ており、3つから 4つのルートが計画されている。 

そのプロセスで 500カ所のボーリングが行われている。そのうちの 125カ所は、直接選択

されたルート上でボーリングが行われている。その他の場所の数百のボーリング結果も合わ

せて、3次元的なイメージや水位が把握できるようになった。 

125カ所のボーリングは、長さにすると 16,200フィートになり、おおよそトンネル自体の

倍くらいの長さがある。これは都市部のトンネルとしては標準的な値だと考えている。 

 

図 4.3.2.10 AWトンネルにおけるボーリング調査 
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⑤ 現場・室内土質試験の範囲 

ボーリングでは、土質の密度を評価するための標準貫入試験、土質の性質を把握するため

のダウンホール試験やプレッシャーメーター試験が行われている。また、標準的なことであ

るが、試験所での試験も行われている。そこでは、多くの PHテストを実施している。その

理由の 1つは、ワシントン州の法律で、PH8.5以上の場合は廃棄物処理が必要なためであ

る。2つ目の理由として、PH値により環境へのインパクトを判断できるからである。 

 

 

図 4.3.2.11 現場・室内試験の範囲 
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⑥ 現場・室内土質試験の範囲 

EPB（土圧バランス式）シルードマシンでは、スクリューオーガーから土を出すが、過圧

密がかかっているものの、排出される土がプディング状となるため、加えるコンディショナ

ーが必要となる。クラックの多い土の場合は、更に多くのコンディショナーを加える必要が

ある。 

ラフさや鉱物含有量、塑性度など、いろいろと調べた結果、3つのルートが選択された。

その半数は、このオーガーによるドリル試験により調べたものである。 

 

 

図 4.3.2.12 AWVトンネルの調査プログラム 
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⑦ 室内土質試験の数量 

図 4.3.2.13は、室内試験の数量である。試験内容は、例えば、どの程度カッターヘッドが

詰まるかを調べるための土の塑性度の試験、722回のアッターベルグ限界試験、土砂を捨て

るための PH試験（シアトルでは PHは 7.5から 8.5くらいの数値が普通である。）、クォー

ツ含有量（氷河が多くの石英を含んでいるため。）および き裂係数試験などである。 

                    

 

図 4.3.2.13 AWVトンネルの室内試験数量 
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⑧ AWVトンネルの掘削に際しての土質工学上の課題 

図 4.3.2.14は、トンネル構築に際し、土質工学上の課題をまとめたものである。 

まず、複雑に粘土と砂質土が混ざっていることが難しい点である。この地域では、純粋な

粘土ではなく、いろいろな粘土が混ざっていたため、課題となったのは、ブレードを頻繁に

変えなければならない問題が生じたことだった。 

また、木材が土に混ざっていること、更に、所々に岩が混じっていることも経験してい

る。アッターベルグ限界試験では、粘土がカッターに付着することが判明した。非常に粗い

シルトサンドや砂利が入っていた。 

PHが高く、処理することも問題でもあった。 

さらに、Kノットが高く、だいたい 1であることは、これはプラスでもあり、マイナスで

もある。すなわち、ストレスは均等に分配されるが、フェイスのプレッシャーも非常に高く

なってしまうことであった。 

 

 

図 4.3.2.14 AWVトンネルの掘削に際しての土質工学上の課題 
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⑨ 土質調査結果の取りまとめ 

土質調査の結果については、各種の試験の結果をまとめたシートを作成した（下図）。 

プレッシャーメーター試験や粘土の付着度など、地質上とトンネル作業上の条件を合わせ

た非常に複雑な条件のもとで、様々な地質学者も参画し、35の土質を決定した。その結果、

半数は氷河期の地質であることが分かった。これは建設会社が入札するために非常に難しい

条件であった。 

 a）現場および室内試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ダウンホールせん断波試験、プレッシャーメーター試験 

 

 

 

 

c) せん断ゾーン、鏡肌の破面 

 

 

 

 

図 4.3.2.15 土質調査結果の取りまとめシート 

Groundwater: monitoring, slug tests, pump tests 
Stiffness: Pressuremeter and downhole geophysics 
Abrasion:  Grain-size, X-ray Diff, Abrasion 

Strength:  Triaxial, Direct Shear 
Clogging:  Atterberg Limits, Sticky Limits 
Statistical and Spatial analysis of variation

Field and Lab Tests 
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⑩ 土質の 7分類 

さらに、WSDOTでは、ばらばらの土質をもう少し簡潔にして、土の挙動や特色を分類し

て整理することにした。ESU（Engineering Soil Unit）という 7分類である。 

 

図 4.3.2.16 地質学的評価 

 

図 4.3.2.17に示す最初の 2つのユニット（ESU-1及び ESU-2）は、最近の粒状の土

（ESU-1）と最近の粘土とシルト（ESU-2）で、大体トンネルの上にある土質である。残り

の 5つのユニット（ESU-3～ESU-7）は、氷河のティル（ESU-3）、密な砂と砂利（ESU-

4）、付着性のないシルトと細かい砂（ESU-5）、粘着性のある硬い粘土とシルト（ESU-

6）、そして、ESU-3のティルに似ているが、dirty sand（ESU-7）が決められた。この dirty 

sandは、粗いのだが、透水性がない土質である。 
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図 4.3.2.17 トンネル建設する上での課題に関連した土質の 7分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2.18 土の分類（ESU）の説明の一般化 
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⑪ 地下水位 

地下水位は、トンネルインバートで最大 5barであった。縦断が高い箇所では、地下水位よ

り高い位置となる。図 の土質縦断図を見る限り、粘土だけの部分は 1ヶ所もなく、コントラ

クターが地下水位以下の箇所を施工することは非常に難しくなる。したがって、最終的に選

ばれたシールドだマシンは、内部からカッターを変えられる構造となった。 

 

 

図 4.3.2.19 土質縦断図 

 

 

図 4.3.2.20 地質工学上の課題とコントラクターの対応 
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⑫ 土質の状態と実際の施工状況 

 a）乾燥した砂と水のある砂 

乾燥している場合は、砂が安定している。しかし、1フィートも下がると、水が入る場合

がある。このため、このような状態を安定させることがトンネルの施工で非常に重要であっ

た。大体、3分の 1にこのような状況が見られた。 

 

写真 4.3.2.8 乾燥した砂質土と水が流れ出る砂質土 

 

 b）粘性の強い粘土 

写真 4.3.2.9は、カッターが動かなくなった状況である。実際の施工では、3分の 1がこの

ような非常に粘り気の強い粘土であった。 

アッターベルグ限界試験を行い、土の付着性を調べ、カッターヘッドがどの程度、詰まる

かを調査した。また、マーカス・ヒューズ氏が 1999年に開発した手法で、カッターヘッドの

詰まる程度の指数を作成した（図 4.3.2.21）。深いところでは半分から 3分の 2程度がこの

土質であったため、非常に困難なトンネルづくりであった。 
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写真 4.3.2.9 粘性の強い粘土によりカッターヘッドの詰まった状態 

 

 

 

 

図 4.3.2.21 ESU6 粘土とシルトにおけるカッターヘッドの詰まる可能性 

・縦軸：コンシステンシー指数、横軸：塑性指数 

・赤色：詰まる可能性が高い、黄色：詰まる可能性が中程度、 

緑色：詰まる可能性が低い、無着色：詰まる可能性は不明 
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⑬ 掘削機械 

 a）EPB（Earth Pressure Balance）シールドマシン 

シアトルは非常にトンネル建設の歴史が長く、写真 4.3.2.10は、シアトルで使用された初

期の EPBのシールドマシンである。当時の機械は、1,000フィート進むと、カッターヘッド

が約 2インチ削られていた。また、建設業者も土質を良く調べないまま、これを使用してい

た。 

このため、アラスカンウェイのトンネル工事では、このような課題があることが事前に認

識していた。 

 

 

写真 4.3.2.10 初期の EPBシールドマシン 

 

 b）スラリープレッシャーバランス（slurry pressure balance (SPB)）マシン 

EPBシールドマシンの他、スラリープレッシャーバランスマシンもある。これはポンプで

どろどろになった土を吸い出す方法である。写真 4.3.2.11はポンプハウス、写真 4.3.2.12は

シアトルで使用されたスラリーマシンである。ポンプハウスは、スムーズな表面になってい

るはずであるが、砂とシルトにより、このような形になる。また、写真 4.3.2.12（右）にあ

るような大きな岩が出てくることも課題となる。 
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写真 4.3.2.11 シルトと細かい砂によるポンプハウスの磨耗 

 

 

写真 4.3.2.12 スラリープレッシャーバランスマシン（直径 6フィート） 
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⑭ 石英含有量 

前述したスラリーマシン（直径 6フィート）は、ヘッドカッターが岩で取られてしまっ

た。そこで石英の含有量を調べたところ、砂と礫の結合が強く、殆どのテストで石英が 4割

程度、含まれていた。また、ティルにおいても、4割の石英が含まれていた（図 4.3.2.13）。 

 

図 4.3.2.13 石英含有量 
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⑮ 磨耗試験 

図 4.3.2.14は、ノルウェー式摩耗テストの結果である。サンプルをノルウェーに送り調べ

たが、その結果、非常に摩耗が大きいことが分かった。 

 

図 4.3.2.14 ノルウェー式摩耗試験 

もう 1つの試験方法として、ミラー摩耗試験がある。これは ASTM規格（American 

Society for Testing and Materials：米国試験材料協会）であり、スラリーで汲み上げられる成

分がどれだけの摩耗性を持つかを試験するものである。試験費用は、1回あたり 500ドルか

ら 800ドルである。なお、フラクションテストは 15ドル程度であるが、石英含有率との関連

性が 100％あるとは言えない。 

これらの試験の主な目的は、建設会社にこのような課題があることを示すことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2.15 ミラー磨耗試験 
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⑯ 岩の出現数の推定 

岩の出現数を把握することも困難であった。岩を見つけることにはボーリングには依存で

きないため、ローカルな特性に基づき、岩の数を推定した。 

図 4.3.2.16に示す岩は、氷河の中にあり、カナダから流れてきた岩で、非常に強いもので

ある。強さは、20,000ksiから 48,000ksi（ポンド／インチ）であり、これは鉄に近い値（約

300MPa）である。 

 

図 4.3.2.16 岩の出現数のベースライン 
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⑰ ESUの土質定数 

表 4.3.2.2～表 4.3.2.5には、いくつかの ESUに関して、土質定数を示す。 

 

表 4.3.2.2 ESU4：代表的な材料パラメータ 

 

 

表 4.3.2.3 ESU5：代表的な材料パラメータ
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表 4.3.2.4 ESU6：代表的な材料パラメータ 

 

 

表 4.3.2.5 ESU7：代表的な材料パラメータ 
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⑱ AWVトンネルの地質の結論 

結論として、非常に均一性の無い土質と言える。3分の 1が硬いティルであり、3分の 1が 

硬い、シルト、砂、礫である。また、三分の一が硬い粘土質である。トンネルの中には、大

体 60の様々な土質があったのである。 

砂、砂利およびティルは非常に摩耗性が高く、トンネル工事で遭遇する確立が非常に高い

状況であった。 

また、大きな礫や岩の出現に対しては、18インチ程度までのかなり大きな岩でもカットす

ることができる TBMを使用した。 

  

図 4.3.2.17 AWVトンネルの地質の結論 
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４）建設工事 

① 計画概要 

アラスカンウェイ高架橋（AVW）は、二層式の鉄筋コンクリート構造である。2001年に地

震があり、マグニチュード 6.9または 7.2を記録した。その時に高架橋は損傷を受け、損傷の

中には沈下してしまった箇所もあり、その中には 6インチ沈下してしまった箇所があった。

この地震をきっかけに、ワシントン交通局（WSDOT）は、AVWが非常に弱い構造であると

認識した。 

高架橋の下は河川堆積物が積み重なった砂質の層であり、これが海沿いに壁となって堆積

している（図 4.3.2.18）。地震が発し下場合は液状化する可能性が高い。そこで、WSDOT

はこの高架橋を撤去し、トンネルを作ることを決定したのである（図 4.3.2.19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  AWVの現在の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2.18 AWVの現在の構造と過去の写真 

 

The viaduct in 1953 

The viaduct and neighboring seawall are 
vulnerable to earthquakes 
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図 4.3.2.19 現在の AWVとトンネルの建設計画（イメージ） 

シアトルには、I-5と SR-99の 2つの高速道路がある。AWVは SR-99に位置し、この道路は

シアトル市内を通り南北を結ぶ主要道路である。2011年 10月に高架橋の南区間の取り壊しを

行う前は、この区間の日交通量は約 11万台であった。このため、この高架橋を造りかえること

はシアトル市にとって、非常に大きな事業となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2.20 シアトルの道路網と AWVの交通状況 

PLANNED 

EXISTING 



4-90 
 

② トンネル延長 

図 4.3.2.21に、AWVトンネルの施工箇所を示す（点線部が施工箇所である）。 

AWVトンネルは、全長 2.2マイルである。その内訳は、入口の開削部が 1,500フィート、

出口の開削部が 1,500フィート、その中間のトンネル部は 9,270フィートである。 

 

図 4.3.2.21 AWVトンネル施工箇所図 

 

③ 南側入口部の完成イメージ 

図 4.3.2.22に、現在建設中の AWVトンネルの南側入口部のイメージを示す。完成後は、

インターチェンジに計画となっている。 

 

図 4.3.2.22 南側入口部 完成イメージ 
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④  南側入口部の施工 

写真 4.3.2.13は、南側入口部の開削部である。水位は 8フィートの深さで、タイバックシ

ークエンス杭（アンカー連続杭壁）工法で建設された。 

 

写真 4.3.2.13 南側入口部の施工時の状況 

 

 

図 4.3.2.23 南側入口部の施工概要図 
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⑤  オペレーション・ビルディング、TBM発進基地（南側入口部） 

南の開削部分には、オペレーション・ビルディングがある。また、写真に示す Launch pit

の場所が TBMの組み立て・発進基地である。 

 

写真 4.3.2.14 オペレーション・ビルディングと TBMの発進基地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South operations building 

Launch pit 

Cut and cover tunnel 
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⑥ TBM諸元と耐震設計 

図 4.3.2.24に TBMの諸元を示す。 

リングの平均的な長さは 6.5フィート（約 1.96m）であり、リングの名称は、Universal 

Taper Ringである。セグメントは 10個からなり、各セグメントは 360°回転することがで

き、縦と横の断面で接合している。これは、ユニバーサルリング 1つで、あらゆるライニン

グの施工に使用することができる。 

また、地震に対しては、構造技術者と地質技術者が協力のうえ、2種類の設計を行い、

2,500年再現確率と 108年再現確率の地震に対応するように設計されている。 

 

 

図 4.3.2.24 TBM諸元と耐震設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘削径 17.4498m

内空径 15.8496m

セグメント厚さ 60.96cm

グラウト厚さ 20.32cm

平均リング長 1.9558m

セグメント数 7+2+1

トンネル長 2.83464km
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⑦ 覆工の設計（安定解析） 

安定解析では、2つのアプローチを採っている。静的解析では、土圧や水圧を取り入れ、

土質連続モデルにフラクチャーモデリングを適用し、FEM解析を実施した。 

耐震解析では、土質連続モデルに時間履歴を考慮し評価した。FEMでは、経時的な変形履

歴を時間ごとに解析した。また、その結果から、個々の要素の変形を推定した。 

 

図 4.3.2.25 覆工の設計（2つのアプローチ） 

図 4.3.2.26は耐震解析の結果である。この図には、個々の時間の段階でトンネルライニン

グの変形の状況が示されている。56フィートの直径に、1.5インチの変形が生じている。な

お、地震後においてライニングのガスケットの開きは生じていない。 

 

図 4.3.2.26 耐震解析結果 
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⑧ セグメントの製作 

写真 4.3.2.15は、セグメントの製作状況である。ここはカルセル（回転台）という場所

で、セグメントの製作に入る前の予備セクションである。コンクリートはここで打設され、

養生される。製作量は、合計で 1,450リング、14,500個のセグメントとなる。コンクリート

量は、12,000ガロンである。なお、コンクリートは非常に高強度のものを使用しており、

11,000psi（70MPa）である。 

 

写真 4.3.2.15 ライナーリングの製作状況 
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写真 4.3.2.16（左上）は、セグメントの間のガスケットである。1つ 1つのパネルにガスケ

ットが付いている。また、黒く見える部分は、止水ゴムである。 

1つのパネルの重量は 18tで、厚さ 2フィートである。製作には、10時間 2回のシフト

で、1日に 103枚を製作した（写真 4.3.2.17）。 

 

写真 4.3.2.16 セグメントの製作状況 

 

 

写真 4.3.2.17 セグメントの製作状況（１） 
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写真 4.3.2.18 セグメントの製作状況（２） 

 

写真 4.3.2.19は、建設現場に運ぶ前に、工事ヤードにセグメントを仮置きしている状況で

ある。 

 

写真 4.3.2.19 セグメントの仮置き状況（撮影：2013年 9月 12日） 
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⑨ ライニングの施工 

下記にライニングの施工状況の写真を示す。セグメント 10枚で 1つのリングを形成し、そ

の重量は 350,000ポンド（約 159トン）である。 

 

 

写真 4.3.2.20 ライニングの施工状況（１） 

 

 

写真 4.3.2.21 ライニングの施工状況（２） 
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⑩ 掘削位置と地質 

図 4.3.2.27に地質縦断図を示す。 

図の左手側の高架橋をくぐったところでは、高架橋の杭から、わずか 15フィート

（4.6m）離れたところを掘削した。その後、徐々に深い位置を掘削し、一番深いところで

は、水位により水圧が一番大きくかかった。ノーザン鉄道トンネル付近の掘削では、だいた

い１Dぐらいの離れを確保した。また、シアトル市が管理する下水処理施設の雨水管の近く

では、なるべく距離を置くようにした。 

一番深い箇所を通過している理由は、粘土層（図の 7番の層）を通したいからである。こ

の地層の区間では、かなり効率良く掘り進めることが出来たが、かなり粘りや詰まりがあっ

た。 

また、土被りは、一番深いところで 270フィート（約 82m）あった。ライニングの設計

は、これを基にして決定した。なお、ライニングの設計は全長を通して一定である。 

 

 

 

図 4.3.2.27 地質縦断図 

 

 

 

 

 

高架橋杭位置 ノーザン鉄道TN シアトル市下水処理施設雨水管

▼水位
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⑪ 掘削状況 

図 4.3.2.28は、既存の EPBマシンの施工状況のビデオである（下図では、本ビデオの一部

を掲載）。 

施工では、カッターが 1.5インチのオーバーバイトであるため、ベントナイトを入れて、

一杯になるようにした。 

シールドとライニングの間は 8インチある。掘削を進める中で、グラウトで、この 8イン

チの差を埋めてゆく。グラウトは、A剤と B剤の 2種類があり、Bが硬化剤である（45秒以

内に固まるものである。）。これにより周りの土の沈下を防ぐ。なお、グラウトの注入方法

は、移動するときに自動的に A剤と B剤が注入されるようになっている。 

 

  

  

図 4.3.2.28 EPBマシンの施工イメージビデオ 
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⑫ ウォールシャフト 

南側のアクセスピットは、高架橋への影響軽減のため、厚さ 5フィート（約 1.5m）の連続

壁による防護を行った。また、このエリアは TBMを使用するテストヤードとしても使用し

た。キングストリートから入口までの距離は 450フィート（約 137m）である。トンネル断

面を確保するためには非常に施工条件が厳しく、土被りは 30フィート（約 9.1m）程度しか

ない。また、トンネルが浮揚するのを抑制する構造にしている。 

 

 

図 4.3.2.29 ウォールシャフト 
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⑬ 掘削土の捨土 

図 4.3.2.30の左下にある出発基地（Launch pit）からトンネル掘削がスタートする。 

掘削土は、海側へコンベアで搬出され、海の上のはしけ（barge)）に運ばれる。バージに

土砂を移動します。 

また、図中の右側には、元々、計画に無かったアクセスシャフトがある。深さは 1,100フ

ィート（約 335m）である。これは、TBMがオーバーヒートし、救出する際に使用したもの

である。本件については、現在、施工会社と裁判中であるが、オーバーヒートの原因は分か

っていない。これにより、2年間の工程遅延となった。 

 

図 4.3.2.30 掘削土の捨土計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-103 
 

⑭ アクセスシャフト 

前述したアクセスシャフトは、連続壁構造で建設し、TBMのカッターヘッドへアクセスし

た。連続壁のシャフトの最大径は 10フィート（約 3m）、アクセスシャフトの直径は 80フ

ィート（約 24m）である。写真に示すとおり、既存の高架橋のすぐ近傍での作業であった。 

 

 

図 4.3.2.31 アクセスシャフト 
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写真 4.3.2.22は、カッターヘッドを持ち上げるためのリフトタワーである。2,500tのカッ

ターヘッドとドライブユニットを持ち上げる必要があった。カッターヘッドを真上に持ち上

げてから、90°回転させ、移動させた。 

 

 

 

写真 4.3.2.22 リフトタワー 
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⑮ 掘進状況 

図 4.3.2.32にトンネルの掘進状況を示す。2年間の施工の停止後、2016年に施工を再開し

た。最も進行したときで、1日あたり 14リング、92フィート（28m）である。 

 

 

図 4.3.2.32 掘進状況 
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⑯ 沈下量 

高架橋の真下を掘削する際は、10日間、高架橋の通行止めにした。高架橋の基礎に MPBX

（Multipoint Borehole Extensometers）を設置し、沈下量を計測した（写真 4.3.2.23） 

トンネルの中心で地盤の沈下量を様々な層で調べた結果、地表面から 20フィート（約

6m）、クラウンから 10フィート（約 3m）の位置で、最大 1インチ（約 2.54cm）の沈下が

あった（図 4.3.2.33）。また、EPB機の圧力により、高架橋がほんの少し上昇したこともあ

った。 

 

写真 4.3.2.23 トンネル沈下量の計測位置 

 

図 4.3.2.33 沈下量の計測結果（高架橋の真下の掘削時） 
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また、最も土被りのある 270フィート（約 82）の箇所での沈下量は、クラウンから 10フ

ィート（約 3m）または 5フィート（約 1.5m）の位置で、4分の 1インチ未満（約 6.35mm

未満）の沈下が見られたのみであった。したがって、この EPB機の使用によって、人口の多

い住宅地域においても、掘削が可能だということが言える。 

 

図 4.3.2.34 沈下量の計測結果（土被りの最も厚い箇所の掘削時） 
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⑰ カッタービット 

この TBMは、TBMの中でビットを交換できることが特徴である。 

 

写真 4.3.2.24 カッタービット 
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⑱ 貫通 

下記は、2017年 4月 4日の貫通時の映像である（写真 4.3.2.25では、本映像の一部を掲

載）。 

 

 

 

写真 4.3.2.25 貫通時の映像 
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⑲ TBMの解体・撤去 

TBMの撤去に当たっては、貫通箇所が町の真ん中であったため、20t以下の部品に解体す

る必要があった。写真はクルーが解体している状況である。 

 

 

 

 

写真 4.3.2.26 TBMの解体・撤去 
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⑳ トンネル設備の設計 

図 4.3.2.35は、完成時のトンネル設備配置を示している。避難通路はトンネルに沿って配

置し、650フィート（約 198m）毎に非常ドアがある。下層はユーティリティ通路である。 

 

図 4.3.2.35 トンネル設備（完成時） 

 

図 4.3.2.36は、建設中の図面である。コンベア、換気のダクト、ライニングの運搬、ダブ

ルデッキの建設スペース等になっている。 

 

図 4.3.2.36 トンネル設備（建設中） 
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  トンネル内部構造 

図 4.3.2.37は、トンネルの内部構造の施工順序を示している。図中の 1番にある通り、最

初は縦壁の基礎から、トンネルを掘削中に作り始めた。 

縦壁および上段の床版（南向き方面）は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造である。下段

の床版（北向き方面）は、プレキャストプレストレス床版である。 

番号 1から番号 4までの施工に要した期間は 20ヶ月である。また、下段の床版（30万平

方フィート、約 27,800㎡）の施工期間は 3ヶ月である。 

 

図 4.3.2.37 トンネル内部構造 
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以下の写真は、ガントリーシステムでの床版の施工である。このシステムにより、掘削最

中にでも内部構造の建設をすることができた。上段の床版もこのシステムで施工した。 

 

 

写真 4.3.2.27 内部構造の施工に用いたガントリーシステム 
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図 4.3.2.38は、下段の床版（北向き方面）の施工諸元を示す。床版パネルの長さは約 30フ

ィート（約 9m）、幅は約 8フィート（約 2.5m）、厚みは約 14.5フィート（約 4.4m）であ

る。 

  横方向にはプレストレスがかけられており、縦方向には床版パネルを設置後に緊張を加え

る。 

 

図 4.3.2.38 床版（北向き方面）の諸元 

   

写真 4.3.2.28は、下段の床版（北向き方面）のプレキャストコンクリートの製作状況であ

る。 

 

写真 4.3.2.28 プレキャストコンクリートの製作状況 
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写真 4.3.2.29は、床版（北向き方面）の設置状況である。30フィートの長さのプレキャス

ト板を持ち上げ、90°回転して下す作業である。2か月半で 1,054パネル設置した。現時点

で、残り 50枚程度が残っている。 

 

写真 4.3.2.29 床版（北向き方面）の施工状況 

 

 

写真 4.3.2.30 床版（北向き方面）の施工完了状況 
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  コンクリートの防火対策 

コンクリートの防火対策は、吹付けコンクリートを行っている。厚さは、１インチ

（2.54cm）である。グレースモノコートという方式を使用している。コンクリートの中に

は、ファイバーは入っておらず、断熱効果があるものが入っている。プロマットという会社

が製作している。 

なお、当初は、吹付けコンクリートではなく、スプリンクラーで防護するという計画があ

ったが、その確証が持てなかったため、吹付けコンクリートでの防護とスプリンクラーの両

方の対策を行うこととなった。 

 

  工事工程表 

 表 4.3.2.6に、工事工程表を示す。 

表 4.3.2.6 工事工程表 
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（４）AWVトンネルの防災・換気・安全対策 

１）事前質問項目 

アラスカンウェイのトンネルの非常用設備に関し、以下の質問事項を事前に送付した。 

AWVに関する質問 

 

1. 非常用設備の運用 

1.1 非常口の設置間隔をどのように決めているか？ 

1.2 火災規模をどうやって決めたか？構造物の保護や非難に関する基準は？ 

 

2. 非常用設備の設計 

2.1 AWVトンネルの非常用設備に関して、どうやって人や構造物の被害をシミュレーシ

ョンしているか？どのような火災や死亡事故のシナリオを想定しているか？またプ

ログラムの種類や方法論は？（例えば、想定する火災規模、火災発生後の利用者の非

難時間･･･） 

2.2 火災に対する具体的な対策を行っているか？（例えば、防火パネル、特殊なコンクリ

ート材料など） 

2.3 アメリカでは、ヨーロッパ諸国のように、リスクアナリシスモデルを持っているか？ 
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２）防災・換気に関する事項 

 

① トンネル安全システム 

 AWVトンネルのトンネル安全システムは以下に示すとおりである。 

 

  ・両サイドの安全ショルダー（路肩） 

・緊急用電源（2箇所） 

トンネルの各システムには予備があり、リダンダンシーを確保している。 

・電気室（8箇所） 

完全にダウンした場合は、700馬力の発電機があり、これを安全システム 用に稼働

させる。 

・火災検知システムおよびスプリンクラー 

緊急事態の時は 108フィートごとに区分され た防火ゾーンがある。108フィートご

とにエアダンパーがある。エアダンパーの役割は、排気、給気、臨時的な空気の供給

の 3つである。 

・緊急通知のシステム 

音声で通知する。911（消防）に連絡できる箇所ある。 

・火災検知システム 

熱検知リニア検知システムを使用し、監視室からパネルで見ることができる。 

・スプリンクラーシステム 

火災を検知すると、水がタンクに集められ、2時間は可動可能である。排水はシアト

ル市の排水に繋がっている。 

・コントロールルーム 

コントロールルームはトンネルの両側にある。各コントロールルームには、廃棄シス

テムとして 4つずつのファンがある。また、さらに、新鮮な空気を送り込むための 17

のジェットファンがあり、入口と出口に設置されている。 

  



4-119 
 

表 4.3.2.7および図 4.3.2.39にトンネル設備の一覧表および配置図を示す。 

 

表 4.3.2.7 AWVトンネル設備一覧表 

 

 

 

図 4.3.2.39 AWVトンネルの設備配置図 
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 ② 換気システム 

換気システムは、延長 2マイル（約 3.2km）である。 

避難口は、650フィート（約 198m）ごとにあり、その後ろに防火ゾーンがある。避難路も

延長 2マイルである。 

避難口を出たところに、変電室や電気室などがあり、予備設備もそこに設置されている。

インバートユーティリティドアが下にあり、ユーティリティ用のパイプやメンテナンス等、

ユーティリティスタッフが通行できる。そこにはポンプも設置されている。 

換気システムのメインは、トンネルの両サイドにある。 

図 4.3.2.41には各ファンの定義を示す。様々なファンが使われている。 

 

図 4.3.2.40 換気計画（通常の運用時） 

 

 

図 4.3.2.41 ファンの定義 
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 ③ 運用組織 

運用組織は、AWVトンネルの両坑口にあるコントロールルームと、10マイル離れたとこ

ろのコントロールセンターの 3か所がある。 

このコントロールセンターは最新型の設備が配備され、将来、ここのトンネルを含め、シ

アトルの交通全体をコントロールする計画である。 

AWVトンネルでは、両側のコントロールルームで、24時間、2人のオペレーターがこのト

ンネルを監視することになる。 

 

図 4.3.2.42 トンネル運用組織の概略図 
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写真 4.3.2.31は、AWVトンネルの南側のオペレーションルームである。排気用の 4つの黄

色い煙突があり、高さは 120フィート（約 37m）である。 

 

写真 4.3.2.31 コントロールルーム（AWVトンネル南側坑口部） 

 

写真 4.3.2.32は、昨年設置された新しいコントロールセンターである。21箇所の監視モニ

ターを有し、右側がトンネルを常時監視しているモニターである。 

 

写真 4.3.2.32 コントロールセンター（10マイル離れた箇所） 
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④ トンネル設備の内部構造 

図 4.3.2.43はトンネル設備をビジュアル化したものである。図中の設備は色で分けられて

おり、緑色：換気ダンパー、水色：排水設備、青色：照明、黄色：送水管、スプリンクラ

ー、赤色：水道管、橙色：装置（カメラなど）である。 

 

図 4.3.2.43 トンネルシステムの内部構造 

 

⑤電力システム 

電力システムは、リダンダンシーを確保するため、2箇所のサブステーション、2箇所の発

電機および予備電源装置を有している。 

 

図 4.3.2.44 電力システム 
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⑥避難口 

AWVトンネルの避難口は 8箇所である。避難口のスライディングドアを開け、その外には 

階段がある。避難口の壁の色は、非常口の緑を除き、白より少し黄色みがかった色にしてい

る。LED照明で目立つようになっている。 

避難エリアには、6人程度が座ることのできるベンチがある。そこで電話でオペレーター

と会話することができる。車いすも整備されている。地図には、出口までの経路が明確に示

されている。 

避難口の扉は、力がなくても開くようになっており、閉まる時は自動である。また、避難

エリアでは、煙が入らないように、空気圧が調整されてある。 

なお、現在の米国の基準では、トンネルのドアは障害者対応になっていないが、近々、障

害者用の条件が課される予定がある。現在、議論しているところであり、障害者がおり避難

ができない場合は、オペレーションから現地に行き、救助できるようなシステムを検討中で

ある。 

 

図 4.3.2.45 避難口 
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図 4.3.2.46 避難エリア 

⑦ SCADAシステム 

SCADAシステムはコンピューターシステムで運用され、トンネルのブレーンである。全て

のデータが収集され、緊急の場合も自動的に対応するシステムである。 

 

図 4.3.2.47 SCADAシステム 

 

⑧ ファイバーケーブル 

ハッキング等を防ぐために、トンネルは独自

のファイバーシステムを有し、普通のシステム

を使用していない。 

                      図 4.3.2.48 ファイバーケーブル 
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⑨ 防災訓練 

写真 4.3.2.33は、I-90での防災訓練の様子である。AWVトンネルについても、開通前に防

災訓練やワークショップを関係機関とともに実施する予定である。 

 

 

写真 4.3.2.33 I-90での防災訓練の様子 

 

 

図 4.3.2.49 協力組織 
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⑩ 事象対応計画 

トンネル内で発生する事象として、以下の 17事象を想定している。この 17事象が起きた

時は、設備による自動対応の他、オペレーターが対応できるように訓練することが必要だと

考えている。 

＜想定される 17事象＞ 

① 大規模火災 

② 小規模火災 

③ 同一路線での離れた 2箇所での火災 

④ トンネル入口直近での事象 

⑤ メンテナンスによる車線閉鎖 

⑥ 離れた 2箇所での事象 

⑦ 2車線を防ぐ大きな事象 

⑧ 逆走車両 

⑨ 南向き方面のオフランプの渋滞 

⑩ 北向き方面のオフランプの渋滞 

⑪ 上限値を超える排気の値 

⑫ 電源の損失 

⑬ 小さな事象－1車線の閉鎖 

⑭ メンテナンスによる路肩作業 

⑮ 大規模災害（地震、洪水、爆発） 

⑯ 有害物質の流出（小規模な燃料） 

⑰ 有害物質の流出（不明な物質） 
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（５）質疑 

 

１）調査団からWSDOTへの質問 

 

① AWVトンネルの換気システムに関して 

質問 1 

 日本の場合は、100m程度、地上から上げて排気するが、米国ではどういう対応をとっている

か？ 

回答 1 

いろいろ条件があるが、COは 100ppmを超えないようにしている。試験では 15ppm以下で 

あった。トンネルの外部以外に、トンネル内部には感知システムがあり、25ppmから 30ppm

になると、換気システムが動くシステムとなっている。バイクの集団が最もこれに影響す

る。 

質問 2 

換気のターゲットは COだけか？ 

回答 2 

システムのアルゴリズムでは COで判断している。しかし、換気システムは、火災モード、

交通モード、通常モードのモードにより動いている。1番は CO濃度、2番目は交通状況で、

速度や交通量がアルゴリズムに影響する。 

質問 3 

日本の場合は、煤煙透過率が問題となるが、米国ではどうか？ 

回答 3 

煤煙の多いディーゼル車を使用しているトンネルでは、透過率を測定している場合もある

が、このトンネルはトラックが少ない。また、このトンネルでは燃焼物を積んだ車両の通行

が規制されている。このトンネルは 200MWの燃焼に対応できるトンネルであるため、電気

自動車等は大丈夫である。 

質問 4 

排気ダクトはあるが、送気ダクトは無いのか？ 

回答 4 

ジェットファンを通して新鮮な空気を入れる。ただし、2マイルのトンネルであるため、特

別に送り込む必要は無いと考えている。延長が長くなるとその必要が出てくると思う。 
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質問 5 

火災時は、ジェットファンを止めるのか？ 

回答 6 

ジェットファンは止めない。状況に応じて運用する。なお、ジェットファンで、煙を下流側

に送り込む効果がある。また、下流側で滞留した場合は、換気システムで煙を吸い出し、安

全を確保することができる。 

 

 ② AWVトンネルの事象発生時の対応に関して 

質問 1 

 逆走についてはどう考えているか？ 

回答 1 

標識は 1方向にしか設置していない。逆走車を検知したら数分かかるため、路肩に移動して 

くださいとしか言えない。 

質問 2 

オフランプが混雑している場合、流入制限はするのか？ 

回答 2 

オフランプは、南向きで左に降りる構造である。スタジアムでゲームがある時は 7万人が集

まるため、右レーンをスピード制限し、通行させるようにする。またランプの信号機のとこ

ろで渋滞するため、スローダウンのメッセージングをする。警察とも協力しているため、警

察官が調整を行っている。なお、北側でも大きなイベントがある場合は、同様の問題とな

る。 

 

 ③ AWVトンネルの防火対策に関して 

 質問 1 

耐火の吹付をしていると聞いたが、ダブルデッキであるため、中間の床版の耐火は考慮されて

いるのか？ 

回答 1 

実施している。 
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２）WSDOTから調査団への質問 

 

 ① 日本側プレゼンテーションに関して 

質問 1 

スプリンクラーを稼働させる前に交通量の基準等はあるか？ 

回答 1 

避難中の人がいる場合で、スプリンクラーによる影響がある場合は止める。これは、スプリ

ンクラーが稼働すると視界が見えなくなるためである。よって、スプリンクラーの作動前に

進入禁止とする。火災の近くに人がいないことが必要である。 

質問 2-1 

危険物を載せた車両の通行制限はあるか？ 

回答 2-1 

5kmを超えるトンネルは制限がある。また海底トンネルでは通行禁止である。 

質問 2-2 

短いトンネルで、ガソリン系の火災が起きても、危険物積載車両を制限することはできない

と思うが、日本ではどう対処しているか？ 

回答 2-2 

確率の問題で、どこまで制限するかである。 

 質問 3-1 

山岳地帯の AAトンネルで、水が不足しているエリアはあるか？ 

回答 3-1 

対面通行のトンネルで延長 3㎞以上のトンネルは、交通量が少なくても AA等級になる。こ

のようなトンネルでは、貯水槽で水を貯えている。 

 質問 3-2 

貯水槽の水の量は、どれくらいの時間を想定しているか？ 

回答 3-2 

40分間である。 

質問 3-3 

標高の高いところでは、貯水槽の水が凍ることはないのか？ 

回答 3-3 

水を循環させているため、凍結の事例はない。 
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質問 4-1 

東京湾アクアラインではどれくらいの規模の地震を想定しているか？ 

回答 4-1 

マグニチュード 7.3の地震を想定している。 

質問 4-2 

なぜ海底トンネルにしたのか？ 

回答 4-2 

東京湾が航路で船の通行が非常に多いからである。 

質問 4-3 

火災感知システムは、炎と煙のどちらか？ 

回答 4-3 

炎である。（米国とは、テクノロジーが違うとの意見あり。） 

質問 4-4 

避難路は、障害者でも使用できるか？ 

回答 4-4 

誰かの支援が必要となるが、障害者でも大丈夫である。 

質問 4-5 

縦流換気を使用しているが、米国では車の流れによるピストンシステムと呼んでおり、その

ような理解で良いか？ 

回答 4-5 

ジェットファンと交通換気力によるものである。 

 質問 5（意見） 

アラスカンウェイでは、いくつか階段による避難を検討していた。私たちは壁の後ろに行け

ば安全だと考えている。そこで退避してもらい、火災を鎮火し、その後、助けに行けば良い

という考えである。また、避難路の空気圧を高め、スプリンクラーもあるエリアで待っても

らうということである。助けが必要な場合は、コミュニケーション手段があるため、助けに

行くことができる。このように考えることで、階段を作る多額の費用を削減することができ

た。 

回答 5（意見） 

アクアラインは 16㎞の長いトンネルで、16か所の避難場所があるため、日本でもコミュニ

ケーションシステムをどう入れるか検討中である。 
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質問 6（意見） 

人と構造物に対するプロテクションについて、502の中での 3つの課題は、熱、煙および視

界である。この 3つが人命安全のための最優先課題である。 
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（６）現場視察 

 

 

写真 4.3.2.34 AWVの高架下の作業ヤード 

 

 

写真 4.3.2.35 換気塔（南側入口部） 
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写真 4.3.2.36 工事進入口（南側入口部） 

 

 

写真 4.3.2.37 トンネル坑口部（南側入口部） 
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写真 4.3.2.38 開削部とシールドトンネル部の境界部（全景） 

 

 

写真 4.3.2.39 開削部とシールドトンネル部の境界部（継ぎ目） 
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写真 4.3.2.40 防火用吹付けコンクリート施工前の状況 

 

 

写真 4.3.2.41 ライニングの設置状況 
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写真 4.3.2.42 管理用通路 

 

 

写真 4.3.2.43 非常用階段 
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写真 4.3.2.44 床版（南向き方面）の下面からの施工状況 

 

 

写真 4.3.2.45 床版（南向き方面）の支承部 



4-139 
 

 

写真 4.3.2.46 床版（南向き方面）の PC緊張部（縦締め） 

 

 

写真 4.3.2.47 床版（南向き方面）の PC緊張部（縦締め） 
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写真 4.3.2.48 照明の設置状況 

 

 

写真 4.3.2.49 現在の施工状況 
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４．４ MassDOTとの協議 

（１）MassDOTのトンネルの維持管理 

１）MassDOTが管理するボストン区域のトンネルの概要 

ボストン地域には、7つの高速道路トンネルがありMassDOTが管理している（図4.4.1）。なか

でも市街地と空港をつなぐSumner Tunnel、Callahan Tunnelは最も古く、Sumner Tunnelは建設

後80年が経過している。これらの次にPrudential Tunnelが古い。 

 CANA TunnelとTed Williams Tunnelは矩形のトンネルであり、Ted Williams Tunnelは、空港か

ら直接主要高速道路（高速道路90号線）に接続しているトンネルである。 

 また高速道路93号線は、以前は高架高速道路であったが、トンネル化プロジェクトにより高架

橋は取り壊されトンネルになっている。 

 これらのトンネルを含む高速道路に対する保全点検は、トンネル位置に関係なく換気塔も含め

44のエリアに区切って行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.1 ボストン地域のトンネル位置図 
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２）トンネル換気の考え方 

 図4.4.2に高速道路90号線と93号線のトンネル換気の考え方及び、設備を示す。トンネルの換

気は、換気ファンが設置されている範囲ごとに区分されており、全200箇所の換気ファンと13塔

の換気塔により行われている。また、13箇所の換気塔には14の排水用のポンプステーションも併

設されているほか、約30,000個のトンネル照明に対する発電設備が設置されている。 

 

図4.4.2 トンネル換気区域図 

（上：高速道路90号線、下：高速道路93号線） 

 

 

 

 

 

 



4-144 
 

 

写真4.4.1 換気塔(No.5)全景 

 

 

図4.4.3 照明用電源配分装置 
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３）トンネル排水方法について 

 トンネル出入口には、Portal Drainが設置されており、トンネル外部からの路面排水を集水し、

近隣の排水路へ排水する構造になっている。また、トンネル洗浄水や湧水、Portal Drainからの越

流水、車から落ちた雪など、トンネル内で発生した排水はトンネル内の路面下へ導水し、縦断勾

配の凹部にてポンプアップされ排水される構造になっている（図－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.4 トンネル排水方法 
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４）トンネル換気設備 

 ボストン地域のトンネルでは、図－５の赤丸で示す箇所に13塔の換気塔が設置されている。ト

ンネルは「横流方式・半横流方式・縦流方式・自然換気」のいずれかの換気方式が適用され、常

時トンネル内の一酸化炭素（CO）濃度を基準以下に保ち、火災時にはトンネル内温度の低下と

適切な排煙効果を満たす。図－６に横流換気方式のイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.5 トンネル換気について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.6 横流換気方式のイメージ 
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写真4.4.2 排気ダクト写真（トンネル天井板上） 

 

 

  



4-148 
 

５）高速道路93号線のトンネル化について 

 高速道路93号線（別名：The Central Artery、以降CAとする。）は、ボストン港を挟んで東部

に位置するローガン空港へのアクセスを改善するため、高速道路93号線の地下化と海底トンネ

ルからなるプロジェクト（The Central Artery/The Harbor Tunnel Project）により、CA部では、

既設6車線の高架高速道路を供用させながらその直下を8車線の開削トンネル構造で施工され

た。現在は、写真－３のようにトンネル化された高速道路の地上部分は、緑地化され観光地に

なっている。 

 既存の高架道路を供用させた状態でのトンネル化工事は、施工中の景観にも配慮するため、

高速道路の幅の両脇に溝を掘削し、土留め壁を設置し切梁を用いて掘削するスライディングウォ

ール形式で施工され、エンジニアリング的な観点から、非常に重要なプロジェクトであった。 

 

写真4.4.3 高速93号線TN化前後 
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図4.4.7 高速93号線TN化前後図面 
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６）主なトンネルの掘削方法について 

 最も古いSumner Tunnel、Callahan Tunnelは、図－８に示すように運河の下を「シールド工法」

で施工された。また、Jacked Tunnelは、既存の鉄道の下方を通るトンネルであったため、それら

の沈下抑制のため凍結工法を用いた「推進工法」で施工された。このトンネル平面線形は曲線で

あったため掘削断面は大断面となったため、ワイディングシステムを導入し、トンネル掘進時の

摩擦低減を図った。 

 沈埋トンネルとして、Fort Point運河を横断するTed Williams Tunnelがある（図－９）。 

 

図4.4.8 Sumner Tunnel縦断図 
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図4.4.9 沈埋トンネル例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.4.4 Jacked Tunnel 施工中全景【左】、トンネル躯体断面【右】 
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７）空中権を行使したトンネル例 

 ボストン中心部から西側に位置するPrudential Tunnelは、掘削することなく道路上空の空中権

を行使したプロジェクトの例として挙げられる。MassDOTが構築したトンネルの空中権を開発

業者（Prudential社）に売却したことで、トンネル上の権利を購入したPrudential社が道路上空部

を開発したものである。 

 

写真4.4.5 トンネル空中権を行使した例 
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８）トンネル管制について 

 ボストン地域のトンネルの交通状態やトンネル設備の状態は、24時間365日多くのモニタリン

グ装置からの情報をもとに、Highway Operation Control Center（以下、管制センターとする。）

で監視・制御している。 

 トンネル内で事故が発生した場合は、消防とは別に組織された「IRO」が現地に駆け付けるシ

ステムになっており、火災の場合に消防が出動する体制になっている。 

 緊急時には、管制センターから「AM/FM、ESL、VMS、情報板」を用いた音声と視覚による情

報提供を行う他、CCTV、火災報知器、熱感知センサー、交通流センサーなどにより、火災の検

出ができるシステムになっている。またトンネル内には、多くの場所に消火器や非常口が設けら

れている。 

 

図4.4.10 トンネル管制概要 
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写真4.4.6 換気モニタリングシステム 

 

 

図4.4.11 トンネル緊急時の体制 

 

  

 



4-155 
 

 

図4.4.12 トンネルオフランプ位置図 
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９）トンネル設備の点検・補修について 

 トンネル設備の定期的な点検・補修とその内容を以下に示す。 

a) トンネル清掃 （2回/シーズン：ただし冬期は実施しない） 

b) 換気ファンの試験・換気ダクト清掃 （2回/年） 

c) 換気ファンの保守 （4回/年：ダンパー点検、ベルト点検、ベアリングへの補油） 

d) ポンプステーションの点検・清掃 （適宜） 

e) 発電機の試験 （1回/年：ただし5年ごとに、最大負荷試験を実施） 

f) 消火配水管の試験 （5年ごと） 

g) 湧水対策（シーリング） （毎晩実施：高速道路93号線で実施されている） 

 このほか、以下に示すような臨時点検・補修も行われている。 

a) 保持金具（バタフライクリップ）の欠損（照明・CCTV・壁面板等） 

b) 照明の球切れ 

c) 扉の不具合 

d) 消火排水管の不具合 

e) 排水ポンプの不具合 

f) 給気装置の清掃 

g) トンネル天井からのつらら 

h) 換気ファンのシステムの故障 

 などが、挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.13 点検保守項目【左：定期、右：臨時】 
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10）点検方針とガイドラインについて 

 トンネル点検の方針は、トンネル構造に関するすべてを対象として、1回/2年の頻度で点検を

実施する。ただし、トンネル構造に対して重要な問題が発見された場合には、24時間以内に報告

することになっている。それ以外においては、トンネル天井部の点検は毎年、トンネル構造上特

別な部位や事故や火災等により損傷を受けた部分については適宜点検を実施している。なお、こ

れらの報告は、ＱＡ(品質確保)とＱＣ(品質管理)のプロセスを経て作成提出される。これらの点検

は、資格を持った専門技術者が実施することになっており、基本的に目視及び打音による結果か

ら判定評価している。また、特別な点検技法の必要性や技術があれば別途検討することとしてい

る。 

トンネル点検のガイドラインとして、連邦政府が定めるガイドライン「National Tunnel 

Inspection Standards（NTIS）」と、連邦政府が発行した「Specifications for National Tunnel Inventry

（SNTI）」と「Tunnel Operations,Maintenance,Invspection,and Evaluation（TOMIE）Manual」

に示された点検項目、点検の評価方法に従って実施・報告することになっている。また、これら

は全国的な標準であるためこれをもとに、地域ごとに基準を設けて点検を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.14 点検方法【左】と点検の手引き【右】に関する概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.15 TOMIE【左】及び、SNTI【右】の表紙 
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11）アセットマネジメント 

 トンネルの維持管理計画は、点検結果のデータを集計分析し、優先順位を付け補修や充填点検

ポイントが策定される。これらの優先順位の策定手法は、高速道路トンネル維持保全のために、

点検結果から優先順位付けを支援するための手引書「全国協同高速道路調査プログラム（NCHRP）

レポート816：高速道路トンネルシステムの保全ガイド」に記載されている手法に従って実施し

ている。優先順位は、点検データを整理し定量分析を実施して、費用対効果、安全性などのバラ

ンスを図り決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.16 アセットマネジメント手法 
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12）維持保全計画 

 トンネル内の損傷事例として、写真4.4.7に示すようにコンクリート躯体の目地部の損傷があげ

られる。写真から固定ボルトがトンネルの長期的な振動によって緩み外れかけている様子がわか

る。このような損傷は、優先順位を高くして補修(取換え)を実施するように計画し実施する。こ

の箇所の補修は目地部のプレートを撤去し、劣化したコンクリートを補修した後にプレートを再

設置する手法で実施した。補修においては、コンクリートの乾燥収縮や湧水を考慮した手法を検

討し実施している。このような損傷の他、損傷の部位や程度によりトンネル全体を更新しなけれ

ばならないような場合も考えられる。 

 

写真4.4.7 トンネルジョイント損傷・補修状況 

 

 トンネル設備の維持保全計画の対象は、天井版の補修、換気ファン・排水ポンプ・照明設備及

び電気系統ギアの交換があげられる。 

 天井板が劣化している箇所においては、換気施設をジェットファンに交換しようと考えた場合、

トンネル自体の壁面コンクリートが劣化している箇所が多くあり、設置してもそれごと落下して

しまう懸念があることから、MassDOTで管理しているトンネルにおいては、図－１７左側また

は、右側に示すように、天井から天井板を吊るす方法や両壁部分に天井板を突っ張る方法が適切

な方法であると考えられる。 

 図4.4.17の写真はPrudential Tunnelの換気ファンを示した。このファンのダクトはコンクリー
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トでできており非常に劣化が進行している。このような場合では、既設ファンの代替えとしてジ

ェットファンに更新することが適切であると考えられるが、既設ファンを完全に撤去してした場

合、ジェットファンが故障した場合のバックアップが確保できないため既設を残置するといった

計画も必要である。この他、ポンプや照明、電気ギアも老朽化しているため、順次交換作業を実

施されている。 

 

図4.4.17 更新計画について 
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13）天井板点検・管理試験の評価について 

 MassDOTで管理するトンネルの中には、排気ダクトをエポキシハンガー（エポキシ樹脂アン

カー）で吊り下げている箇所がある。これらは、図4.4.18に示すように、吊り下げハンガーを二

重に設置し、仮にある1箇所が切れた場合でもその隣のハンガーが、その負荷を全部サポートす

るように取って代わるという冗長系をとっている。したがって、点検の結果、緊急性の高い損傷

があれば取り換える必要があるが、そうでない場合においては、予算を鑑みた補修計画を策定す

ることができる。 

 このような構造のトンネルでは、代表的な吊り下げハンガーの緊張力をリアルタイムでモニタ

リングしている。もし、そのテンションに異常がモニターされた場合には、何かに異常が報じた

ものと判断し、早急に対応する。また5年に1回、原位置において負荷試験を実施している。引張

り試験の時は、必ず予備のハンガーを取り付け、万一の場合に備えている。図4.4.19に、吊り下

げハンガーの引張力のモニタリングシステムと計測状況を示す。 

 

図4.4.18 点検試験の評価について 
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図4.4.19 天井板ハンガーの緊張力モニタリング  
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14）トンネルに対する洪水対策について 

 MassDOTでは、洪水などによる浸水または、気象変動による海水面の上昇が、トンネルに対

してどのような構造的な影響を与えるかについて研究を行っている。 

 研究では、ハリケーン・サンディ時のような事態を避けるために、図4.4.20に示す提案がな

されている。 

 写真4.4.8に、ハリケーン・サンディ通過後のニューヨークの状況を示す。上段中央の写真は

ゴールドマン・サックスのビルの前に簡単な土のうで土手を設けた洪水をせき止めた状況であ

る。もし、このような土手を設けることが出来なければ、上段右の写真の様に浸水したと推察

できる。このような経験を踏まえ、トンネルが浸水しないようにトンネルの手前で洪水をせき

止める対策が考案されている。 

 写真4.4.9に、洪水抑止板を用いたトンネル浸水対策のイメージを示す。この工法は事前にトン

ネル手前の路面に固定用のボルト用の穴を施工し、洪水が予想される場合に固定用ボルトで路面

に固定し立ち上げた洪水制御板が堤防となり洪水の浸入を防ぐ計画である。上段の写真は、空港

につながるSumner Tunnel、Callahan Tunnelの坑口付近にこの工法を適用した場合のイメージ、

下段の写真は洪水制御板を用いた実験の模様を示す。これらの対策は、短期的な解決策の位置づ

けであるが、低コストで効果的であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.20 洪水に対する対応策 
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写真4.4.8 ハリケーン・サンディ後のニューヨークの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.4.9 洪水対策案 
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15）安全について 

 MassDOTは、日本の高速道路会社と同様に安全を第一に考え、社会に貢献している。設計方針

から安全率を高く設定し、毎日点検を実施している。利用者に安心して使用してもらえるように

日頃から努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.21 安全第一 
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（２）質疑 

質問1 

 日本では排水路の流末が河川等の公共水域の場合があり、事故等でオイルが漏れ、排水路を通

じてオイルが河川等に流出すると問題となるので油水分離枡を設置して対策しているが

MassDOTではどうしているか？ 

回答1 

 MassDOTでは流末が河川等公共水域となることはなく、雨水もオイルもすべて下水処理場へ

排出される。そして、オイルが流出した際はポンプを停止し、オイル混じりの水をすべて回収

し、別の施設へ運搬し処理している。 

質問2 

 日本ではコンクリート構造物（道路構造物）の点検は５年に１回の頻度で近接目視により実施

することが定められ、ハンマーを使用した打音点検も併せて行っているが、MassDOTではどう

しているか？ 

回答2 

 MassDOTでも同様に近接目視と打音点検をすべてのコンクリート構造物で2年に1回行って

いる。 

以前、赤外線を用いた手法でコンクリートの剥離箇所を予測し点検を行ってみたが精度が悪

く、今は行っていない。 

質問3 

打音点検ではコンクリート部すべて叩いているのか？日本ではカメラで撮影した画像からス

クリーニングをかけ、重点箇所を定めて打音点検を実施している。目視により疑わしい箇所も併

せて打音点検を行っている。 

回答3 

 目視点検で疑わしい箇所の打音点検を行っている。 

質問4 

点検ではどのような損傷を報告の対象としているのか？また、ひびわれの進行度合いはどの

ように把握しているのか？日本ではひびわれのスケッチをして、幅と長さを記録している。 

回答4 

 ひびわれ、漏水、剥落等を変状として取り纏めている。ひびわれはスケッチして幅や長さの

記録を残している。損傷の著しいものは写真を撮るが、そうでなければ写真を撮ってはいない。

進行の著しい変状はリアルタイムで監視を行い、原因を調査し、対策工の検討をしている。 
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質問5 

 日本では高速道路建設時には供用前に構造物の初期点検を行っているがMassDOTでも同様の

点検をおこなっているか？ 

毎日夜間に点検を行っているということだが、車線規制内で作業をしているのか？通行止めに

して作業をおこなっているのか？ 

また、ひびわれの記録を残すために日本ではスケッチして幅と長さを記録しているが、

MassDOTではどのように記録を残しているのか？ 

回答5 

MassDOTでも初期点検を行っている。 

毎晩の点検は基本的には車線規制内で作業を行っている。点検のために大きな機械を持ち込む

こともあり、1日でおよそ20個所の点検を行っているので点検箇所によっては作業員の安全や利

用者の安全のために一部通行止めや全線通行止めをして点検をおこなっている。通行止めの際に

は点検だけでなく維持修繕工事等いろいろな作業をまとめて行っている。 

 ひびわれの記録は幅と長さを残している。スケッチは手書きで行っており、特別なシステムは

使用していない。基本的に写真の撮影はしていないが、著しい変状のものは画像でも記録してい

る。 

火災によりコンクリートの強度低下が疑われる箇所はシュミットハンマーで強度を測定して

いる。測定値は信頼しておらず、健全部の測定値と比較することで被災箇所の健全度の判断をし

ている。 

質問6 

 排気ダクトを吊り下げているエポキシハンガーの取り換え時期は、計測データを基に、しきい

値を定めて管理をしているのか？ 

回答6 

 しきい値を定めて管理をしており、対象のトンネルで工事が行われる際には、振動等により計

測値が増加するので基準値を超えたら工事を中止するようにしている。計測値はトンネル内の温

度や振動によりばらつきが生じてしまっている。そのため、しきい値は共通の値ではなく、場所

により個々に定めている。この監視システムは計測値にばらつきがあり、時には異常値も計測さ

れてしまうので計測値だけで判断するのではなく、必ず現地で状況を確認するようにしている。

また、適宜ＣＣＤカメラを使用して付着状況を点検している。 

質問7 

 通行止めに対する利用者や近隣住民の理解はあるのか？日本では事前にテレビやラジオ等

で広報活動を行っているが、多くのご意見や苦言を頂いている。 
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回答7 

 MassDOTでも多くの苦言を頂いている。毎年春に冬の雪氷時期に大量に散布した塩を除去

する大規模な清掃のために通行止めを行っている。事前にテレビやニュースで通行止めの情報

や迂回路等を流しているがあまり効果はなく、利用者や近隣住民に嫌がられている。 

質問8（MassDOT 日本） 

 MassDOTが管理するトンネルではＧＰＳは使用できないが、日本のトンネルではＧＰＳを

（カーナビ）使用することが可能か？ 

MassDOTが管理するトンネルではビーコンを100フィートごとに設置してBluetoothを用い

てＧＰＳが使用できるようにしている。Ｗazeというアプリでのみ、そのＧＰＳを使用すること

が可能である。そのアプリの使用者が現地の渋滞等の状況を投稿してアプリの使用者間で情報共

有をするしている。 

回答8 

 日本でもＧＰＳは使用できないが、携帯電話は使用可能である。 
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（３）現場視察 

１）MaasDOT管内の現場視察概要 

 MaasDOT管内の現場視察は、「Vent Building(VB5,south Boston,MA)」及び、「Highway Operation 

Control Center(south Boston,MA)」にて実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真4.4.10 Vent Building(VB5,south Boston,MA)【左】 

Highway Operation Control Center(south Boston,MA)【右】 

Vent Building 

Highway Operation Control 

図4.4.22 現場視察先位置図 
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２）VB5における現場視察 

 ボストン地域のトンネル施設は、13のゾーンに分けられた13の換気塔（Vent Building）内に、

電源供給設備、トンネル吸排気設備及び、排水用ポンプステーション等が設置され、維持管理さ

れている。 

 以下、写真4.4.11～4.4.13にこれらの施設を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真4.4.13 トンネル排気ファン 

写真4.4.11 電源供給設備 

写真4.4.12 トンネル吸気ファン 
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３）Highway Operation Control Centerにおける現場視察 

 管制センターでは、日約30万台の交通量を抱えるボストン地域のトンネルの交通状態の監視、

事故火災等の緊急時の消防・「IRO」・現場とのコミュニケーション及び、トンネル設備の監視・

制御を24時間365日、多くのモニタリング装置により、実施している。 

 トンネルなどで火災が発生した場合には、管轄の消防署長が管制センターに駆け付け、現場の

状況をモニタリングしながら直接指示を出す体制をとっている。また、定期的な訓練も欠かさず

実施されている。 

 以下、写真4.4.14～4.4.18に管制センター内のモニタリング状況を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.4.14 監視・モニター状況 

写真4.4.16 監視区域の概略路線図 

写真4.4.15 93号線設備一覧 

写真4.4.18 監視ゾーン別画面 

写真4.4.17 Sumner/Callahan Tunnel 

設備概要画面 


