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とう道耐震対策の現状

NTTのとう道設備には，開削とう道
とシールドとう道があり，1995年の阪
神・淡路大震災以降，それぞれ耐震対

策を講じています（図１）．
開削とう道では，通信ビルおよび立坑
取付部において，ズレや地盤の液状化に
よりとう道の浮き上がり現象が発生しま
した．そこで，1996年にゴム形状で可

とう性がある耐震対策用の継手を開発
し，導入しています．
一方，シールドとう道では，立坑接続
部等において，ひび割れ，漏水，立坑
接続部への突き出しなど軽微な被災があ

シールドとう道立坑接続部の耐震性評価と対策
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図１　耐震対策の実施状況 

被災状況：継手のズレ 変位・防水対策：Мジョイント 
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被災状況：とう道の突き出し 防水対策：Eジョイント 

シールドとう道の対策 

シールドとう道：シールドマシンにより非開削で構築すると
う道．埋設深度が深く，円形断面が特徴． 

Ｅジョイント：シールドとう道に適用．とう道と立坑の接
続部はゴム製で，止水性と地震動への追従
性を有している． 

Ｍジョイント：開削とう道に適用．とう道の接続部はゴム
製で，止水性と地震動への追従性を有して
いる． 
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阪神・淡路大震災を契機にシールドとう道立坑接続部の耐震対策を導入してきま

したが，適用基準，経済性，施工性等の課題があります．首都直下地震や東海，東

南海，南海地震などの発生が危惧される中で，ネットワーク上の重要設備である

シールドとう道の信頼性を早急に確保する必要があります．ここでは対策要否判定

手法，および対策の経済化等について，NTTアクセスサービスシステム研究所の

取り組み内容を紹介します.
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りました（図１）．ただし高水圧下でこ
のような被災が発生した場合，浸水によ
り立坑等が水没する可能性があり，通
信サービスへの影響や復旧作業時の安全
確保が損なわれるおそれがあったことか
ら，2002年に対策技術を開発していま
す(1)．しかし，対策の適用基準がないこ
とや，十分なスペースがないと設置でき
ないなど施工上の課題があります．
今後予想される首都直下地震や東海，

東南海，南海地震などの発生が危惧さ
れる中で，ネットワーク上の重要設備で
あるシールドとう道の信頼性を確保する
必要があり，2009年から対策要否判定
手法の検討および対策技術について開発
を進めてきました．

耐震対策の要否判定手法

シールドとう道接続部の耐震性評価
方法は，とう道内への浸水を避けること
を目的として要否に関する評価を行い，
大きく２つの評価項目から成り立ってい

ます．
１つは，設置環境による評価であり，

坑口周辺位置が地下水位より上にある
かそうでないかで判定し，次に坑口周辺
土質が水をとおしやすい土質か，そうで
ない土質かで判定します．
もう１つは，地震動による評価です．

坑口周辺の地盤が耐震対策対象地盤で
あるかそうでない地盤かを基準に判定し，
次に立坑口周辺の地盤特性値により判
定します．また，評価手順を容易にする
ため判定フローを作成しました（図２）．
地震動による地盤の特性値とは，地

盤の硬軟を示す固有周期であり地盤変
位に相関があることが分かりました．
また，表層地盤＊１の２地点間によ

る固有周期差は，基盤面＊２の変化部
を表す指標となります．急変部では固
有周期差が大きくなるため，地盤相対
変位も大きくなる傾向にあります．こ
のような地震動による地盤の傾向分析
は，FEM解析＊３を実施することにより

把握しました（図３）．
耐震性評価には，とう道個々にFEM

解析を実施することが，もっとも確実な
方法ですが，専門性が高く稼働と費用
を要することになります．そこで，誰も
が容易に要否判定できる手法とするた
め，とう道立坑内へ突き出す力と立坑
口での抵抗力の関係からシールドとう道
が突き出す可能性を判断できる判定手
法を考案しました(2)（図４）．
地盤の固有周期と固有周期差による

地盤の相対変位の影響を定式化し，さ
らに地盤のFEM解析結果との照合によ
り，①動的効果，②深さ方向の影響，
③地震動を受けた地盤の剛性低下，の

＊1 表層地盤：地表まで比較的新しい年代で堆
積した地盤で耐震対策対象地盤．

＊2 基盤面：洪積層等の硬質な地盤で耐震対策
対象外地盤．

＊3 FEM解析：対象を微小単位で単純な要素の
集合体とみなして，各要素に分割して要素
ごとの解析を行い，全体の挙動の近似値を
求める手法です．

*地盤種別�種：硬質な地盤で基盤面相当 

図２　判定フロー 
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図３　地震動による地盤の固有周期と固有周期差のイメージ 
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３つを考慮して信頼性を高めることがで
きました．
そして対策要否判定手法を容易に実

施可能とするためチャート化しました．
判定チャートは，地盤の固有周期と

固有周期差により要否判定をします．ま
た，地盤のFEM解析結果よりとう道位
置と基盤面との距離が要否判定に影響
する傾向にあるため，要否判定ラインを
２つに分けて設定しています．これは，
とう道位置が基盤面から遠いほど固有周
期と固有周期差が大きくなる傾向にあ
り，対策要と判断する範囲を広く設定
しています．
さらに，地盤情報である地盤の硬さ，

土の種類，各土層の厚さなどを知ること
ができるボーリングデータがあれば，固
有周期，固有周期差は，手計算で求め
ることができ，比較的簡単に対策要否
判定を行うことができます．
なお，阪神・淡路大震災と東日本大

震災の実被災事例を判定チャートに対
照することにより妥当性を検証してい
ます（図５）．
判定手法の特徴として，対策要否を

行う判定手順を容易に現場で運用可能
とするために判定フローがあり，これに
よって対策必要個所が精査され，判定
チャートで扱うボーリングデータや固有
周期，固有周期差を効率良く求めるこ
とができます．
判定チャートは，地盤の硬軟や急変

個所に着目して，地盤のFEM解析結果
との照合により信頼性を高めた対策要否
を判定できるものです．これによりとう
道個々にFEM解析する方法に比べて，
専門性，稼働，費用の面で軽減するこ
とができます．さらに，ボーリングデー
タがあれば現場での簡便な運用を可能と
し，ほかのライフラインの設計指針にな
い先進的な手法となっています．

経済的な耐震対策技術

従来の方法は，シールドとう道立坑接
続部にゴムジョイントを取り付けること
により，地震動によるシールドとう道の
突き出しを許容し，浸水防止を行うも
のです．しかしながら，対策費用が高価
なうえに，支障物がある場合にはゴム
ジョイントの設置ができず適用不可とな
ります．阪神・淡路大震災で被災した
シールドとう道の被災状況調査から，立

坑側壁等により押さえられている場合は，
とう道の突き出しは発生しませんでした．
この被災事例から学び，ベースコンク
リートの打設により，抵抗力を増強し，
シールドとう道の突き出しを防止する方
法について考案しました(3)．これにより，
大幅なコスト削減をするとともに支障物
がある場合にも適用可能となりました
（図６）．
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図４　地震動による突出し力と接続部の抵抗力の関係 
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図５　判定チャートのイメージ 
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今後の展開

NTTアクセスサービスシステム研究所
では，基盤設備について維持管理コスト
を削減しつつ，耐震性を向上する技術
の開発に継続して取り組んでいきます.
また，今後は事業導入に向けて，運用
マニュアルの作成や説明会の実施など技
術支援を行っていきます．
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（左から）山崎 泰司/ 瀬川 信博/

小泉　 輝

通信は震災時においても機能することを
求められており，NTTはライフライン企業
としてその社会的期待にこたえていかなく
てはなりません．今後も私たちは維持管理
コストを削減しつつ，耐震性を向上する技
術の開発に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所

シビルシステムプロジェクト管路系グループ
TEL 029-868-6220
FAX 029-868-6259
E-mail koizumi.akira lab.ntt.co.jp
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