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函館空港地下道における 
耐震補強工事の施工について 
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 空港では平成17年度から地震災害時に空港の耐震性向上の議論がなされている。その中で函

館空港は道南エリアにおいて圏域内唯一の空港であることから、地震災害時直後の早期段階で

の救命・救急活動や緊急物資及び人員の輸送拠点として役割が求められている。 
 本報告は、函館空港地下道における耐震補強工の選定経緯と施工状況について報告する。 
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1. はじめに 

 北海道南部に位置する函館空港は昭和36年に開港し、

空港施設や乗降客数及び貨物取扱量とも新千歳空港に次

いで北海道第2の規模をもち重要な空港に位置づけられ

ている。そのほぼ中央を横断する志海苔川団助線道路ト

ンネル(以下、団助道路トンネル)は昭和46年滑走路延長

に伴い、市道の補償道路として施工を行っている。  
団助道路トンネルは1車線と非常に狭いトンネルでは

あるが周辺にはおよそ1,000世帯が居住し、地域住民に

とっても重要な道路とされている。 
しかしながら団助道路トンネルを耐震照査した結果、

耐震機能を満足していないことが確認された。そのため

大規模地震により被災した場合にはトンネルを通行する

車両等に影響を与えるだけではなく、滑走路及び誘導路

といった空港の基本施設の地下を横断している施設であ

るため、空港の運用に支障をきたすことになる。 
 本報告は早期段階での救命・救急活動や緊急物資及び

人員等の輸送拠点としての空港機能を維持するため、団

助道路トンネルの耐震補強工事に至った経緯とその施工

方法について報告するものである。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     図-1 函館空港位置図 

 

写真-1 函館空港全景 

2.  耐震性能照査 

(1)設計地震動 

函館空港の入力地震動としては、｢平成20年度 北海

道の拠点空港における地震動検討会(北海道開発局)｣に
て、｢函館平野西縁断層帯｣、｢M6.5 直下地震｣及び｢三陸

沖北部の想定地震｣が承認されている。また、団助道路

トンネルのレベル2地震動としては、「平成21年度 函

館空港耐震技術検討委員会(以下、委員会)」において液

状化予測・判定が最も危険側の結果となった｢M6.5 直下

地震｣用いることとしている。 
しかし、東北地方太平洋沖地震による各港湾の観測地

震動より、港湾空港技術研究所において M9 クラスの地

震にも適用可能な新たな地震動設定手法が提案されてい

るところであり、また中央防災会議や地震調査研究推進

本部等においては震源断層モデルの見直しも進められて
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いる。  
団助道路トンネルの耐震性能照査に適用する地震動に

ついても、特に、海溝型地震の代表として設定されてい

る三陸沖地震を対象に見直しの必要性を検討した。 
その結果、平成20年度検討の三陸沖地震を下回ること

が確認されたため、｢M6.5 直下地震｣を用いることとし

た。 
(2)設計限界値 

団助道路トンネルにおける設計限界値としては、「空

港土木施設耐震設計要領及び設計例」1)に基づき設定さ

れた平成 21 年度委員会、平成23 年度委員会における設

定値の考えを基本に、レベル 1 地震動、レベル 2 地震動

それぞれに対し表-1の通り設定した。 
 

表-1 団助道路トンネルの設計限界値 

設 計 
地震動 区間 設計限界値 

レベル1 
地震動 全区間 

構造部材が降伏に至らない 
補修を必要とするせん断ひび割れを許

容しない 

レベル2 
地震動 

滑走路 
直下 

構造部材が降伏に至らない 
構造部材がせん断破壊に至らない 

誘導路 
直下 

構造部材が終局状態に至らない 
構造部材がせん断破壊に至らない 

 
(3)解析手法及び解析モデル 

解析手法は空港施設での実績が多く、液状化を考慮し

た時刻歴の地震応答解析が可能である FLIP(Finite Element 
Analysis Program for Liquefaction Process：Ver.719-6-2_3lm 2)を
用いた。 
耐震性能照査の実施箇所は、団助道路トンネルは空港

滑走路、誘導路、着陸帯及び場周道路の直下に設置され

ており、昭和46年に施工されたのち、昭和48年及び昭和

58年に航空機の大型化に伴う補強工事が実施されている

ことを考慮し、図-2に示す5断面で実施した。図-3に代

表として滑走路直下の断面を示す。 
また、横断方向の解析範囲は、兵庫県南部地震におい

て、岸壁法線から背後100m程度の範囲で側方流動が確

認されていることから、団助道路トンネルから概ね

100mの範囲を解析領域とし、空港東側(図-4の断面図右

側)は旧沢部の盛土があることから、旧沢部の盛土を含

む範囲とした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-2 耐震性能照査位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 滑走路直下の断面(断面3) 

 
なお、奥行き幅(団助道路トンネル縦断方向)は支持杭

の間隔あたりで計算を実施した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 FLIP解析モデル図 
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(4)耐震性能照査結果 
図-2に示す5断面について、FLIPによる耐震性能照査

を行った結果、曲げに対しては耐震性能を満足する結果

となったが、せん断に対しては設計限界値を超過するこ

とが確認された。表-2に各断面の照査結果を示す。 
なお、滑走路直下の底版部の一部の部材で応答値が降

伏曲げモーメントを超過する結果となったが、道路橋示

方書2)に準拠して応答塑性率による照査を実施し、ひび

割れの修復等短期間で補修できる程度の損傷であること

を確認した。 

3.  耐震補強工法 

(1)補強方法の検討 

耐震性能照査の結果、団助道路トンネルではせん断耐

力不足を補う補強が必要であることが確認された。その

ため、まず、一次選定の段階で耐震補強方法の選定を行

い、二次選定で具体的なせん断補強工法の選定を行った。 
一次選定では、地下道等を対象とした代表的な補強方

法として、内部補強案(コンクリート増厚工、せん断補

強鉄筋挿入工、鋼板接着工＋せん断補強鉄筋挿入工)と
外部補強案(地盤改良工、杭打ち工、免震工)及びトンネ

ル新設案について、耐震対策の有効性、内空断面への影

響、既設構造物への影響、空港運用への影響、現道交通

への影響及び経済性に着目して検討を行った。 
その結果、外部補強案については、空港敷地内での施

工となり空港運用への影響が大きく、補強効果が低いこ

と、トンネル新設案は経済性に劣ること、内部補強案の

うち、コンクリート増厚工は内空断面を減少させること、 

鋼板接着工は曲げ耐力向上には寄与するが、せん断耐力

向上への効果が少ないことより、せん断補強鉄筋挿入工

を採用した。 
(2)せん断補強鉄筋挿入工法の検討 

近年の耐震補強工事の増加に伴い、一次選定で選定さ

れた「せん断補強鉄筋挿入工法」には多くの同種工法が

開発されている。二次選定では、各種工法について、概

略設計を行い経済比較、施工性の他に NETIS 登録状況、

建設技術審査証明取得状況を考慮した。 
その結果、団助道路トンネルの最適工法として、「後

施工プレ－ト定着型せん断補強鉄筋(Post-Head-bar 工法)」
(以下、PHb 工法)を選定した。  

4.  PHb工法による施工 

(1)標準的な施工方法 

PHb工法は供用中の鉄筋コンクリート構造物にせん断

補強を行うため図-5に示す後施工タイプのプレート定着

型せん断補強鉄筋を孔内に差し込み、充填材で固定する

ことにより、構造躯体と一体化をはかり、部材のせん断

耐力を向上させ、じん性を確保する工法である。標準的

な施工方法について図-6に示す。 
 

 

    写真-2 プレート定着型せん断補強鉄筋  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-2 耐震性能照査結果（レベル2） 
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図-6 標準的な施工方法  

5.  工事概要 

 団助道路トンネルの施工は滑走路及び誘導路直下につ

いては平成25年度に完了している。 
(1) 鉄筋探査 

 施工するにあたり、既設構造物の鉄筋探査を行い、設

計でのPHb工法箇所に問題ないかどうかの確認。 

 

写真-3 鉄筋探査状況 

 

(2) 底版コンクリート撤去 

① ワイヤー貫通孔用削孔機を設置するスペース確保

し、人力取壊しに先立ち、トンネル本体と縁を切

るため、コアマシン（φ150）により垂直方向に

削孔する。 

② コアボーリングマシン（φ50）で水平方向にワイ

ヤーソー貫通孔を削孔する。 

③ コアボーリングマシン（φ150）で鉛直方向にバ

－スター孔を削孔する。 

④ 人力取壊しした箇所にワイヤーソーマシンを配置

しトンネル延長方向にワイヤーソーで切断する。 

⑤ バースター破砕機のピストンヘッドをバースター

孔に挿入し油圧ユニットにより圧力をかけ、コ

ンクリートを破砕する。 

 ⑥ ケミカルアンカーを打設し吊り金具を設置しフォ

－クリフトにて搬出。 

  

 

  

     

写真-4 φ150縁切削孔 

 

                                     写真-5 φ50ワイヤーソー貫通孔 

 

       写真-6 ワイヤーソー切断工 

 

写真-7 バースター工破砕 
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写真-8 ブロック撤去 

 
(3)PHb施工 

①鉄筋探査にて位置出し後、マーキングにビッドの芯

を合わせ本削孔を計画の深さまで削孔する。 

②拡大削孔完了後に孔内の清掃、湿潤噴霧を行い孔内

奥よりPHbモルタルをゆっくり充填注入する。 

③グラウト注入後PHBをグラウトと馴染ませながら挿

入する。 

④PHbの挿入後、内空側矩径定着プレートを抑え治具

で固定し養生後、パッカーを撤去し、RSモルタルに

て断面修復し、表面をコテ仕上げする。 

 
 

 

写真-9 PHb本削孔 

 
写真-10 PHbモルタル充填注入 

 

 

写真-11 PHb挿入 

 

 

写真-12 モルタルにて断面修復（コテ仕上げ） 

 
 
(4)舗装復旧工 

 ①杭頭部の補強鉄筋を溶接、組立を施し型枠設置後に

配筋図に従い鉄筋組立を行う。 
②トンネル入口にコンクリートポンプ車を配置してコ

ンクリートを打設する。 
③コンクリート養生後、路床工、下層路盤工、再生ア

スファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生

密粒度アスコンの順で舗装復旧する。 
 

 

 

写真-13 鉄筋組立完了 

 



Masanori Kakuhana, Hiroyuki Kamikawa, jun Yoshida  

 

写真-14 コンクリート打設 

 

 

写真-15 舗装復旧完成 

6.  施工上の課題 

本施工箇所は既設補強コンクリートに竣工図に記載の

ないメッシュ筋や鉄筋が出現し、コンクリート撤去に大

幅な時間を有した。また、撤去後にはかなりの湧水が発

生し、底版施工時には排水作業が必要となり厳しい条件

下での施工には非常に苦慮した。 

                

              写真-16 既設鉄筋出現（露出） 

   

 
           写真-17 湧水発生状況 

 

7.  おわりに 

 PHb工法はせん断耐力のみ増加させる工法として施工

性及び経済性については有効な工法であるが、団助道路

トンネルは古い施設であり、PHb工法施工までの事前の

コンクリート撤去作業において試験施工を行い作業した

ことからもかなりの時間を有することとなった。しかし

ながら工事施工者の協力のもと無事に工事完了すること

ができた。 

 今後の教訓として、本施工箇所は現在までに補修工事

が行われているが、明確な竣工図が残っていない状況で

あった。メンテナンスサイクルを構築するためにも、設

計図書、工事記録を確実に記録(保管)することが必要と

考える。 

 本報告により同様な施工条件における工事の参考とな

れば幸いである。 
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