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青函トンネルの概要 

 工学部 1 回生 上杉 雄輝 

工学部 2 回生 青柳 和平 

 

1. イントロダクション 

  青函トンネルは北海道－本州間の旅客、物流において大きな変化をもたらしたものであ

る。青森県東津軽郡今別町浜名と北海道上磯郡知内町湯の里を結ぶこのトンネルは完成ま

でに約四半世紀を要し、6900 億円の工費が投入された。この一大国家プロジェクトはどの

ような経緯で行われ、どのような影響をもたらしたのか。本稿ではそこを明らかにし、青

函トンネルが開通する前の青函連絡船による輸送、青函トンネル開通までの流れ、青函ト

ンネルの構造、安全対策などについて述べる。 

 

2. 開通までの歴史 

トンネルが完成するまで、北海道と本州を結ぶ交通手段といえば青函連絡船であった。

これは青森駅と函館駅を結ぶもので約 3 時間かかっていた。しかし乗換えや積替えの手間

がかかることや 1954（昭和 29）年の台風 15 号による洞爺丸海難事故で 1155 名の死亡ま

たは行方不明者が出るなど、航路の安全が脅かされる事態が発生した。そのため、1946（昭

和 21）年には地質調査が行われ、1953（昭和 28）年には鉄道敷設法予定線となって本州

と北海道をトンネルで結ぶ計画が具体化の方向に進んだ。 

青函トンネル建設が具体化する中、2 つのルートが検討された。三厩村（現外ヶ浜町）

と福島町を結ぶ西ルートと大間町と戸井町（現函館市）を結ぶ東ルートである。地質調査

を行った結果、海底部の距離は西ルート 22km、東ルート 20km と大差なかった。しかし

下北半島北岸は海岸線とほぼ並行に深さ 260～300ｍの細長い海谷があり、トンネルを作

るには 200ｍ以上の深さの海底を通らねばならなかった。さらに下北半島側には恐山、亀

田半島側でも火山性の山があり災害リスクも高かった。対して、西ルートは最も深い水深

が 140ｍと浅く岩石採取で比較的掘りやすい地質であることも判明し、西ルートに決定さ

れた。開通までの流れは以下に年表形式でまとめておく。 
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1939~1940（昭和 14～15）年   桑原弥寿雄により青函トンネルの構想が立てられる 

1946（昭和 21）年        地上調査が行われる 

1953（昭和 28）年        海底の地質調査が行われる 

1960（昭和 35）年         潜水艇による海底調査が行われる 

1964（昭和 39）年 5 月 8 日    吉岡調査斜坑着工 

1966（昭和 41）年 3 月 21 日    竜飛坑掘削開始 

1967（昭和 42）年 3 月 4 日    吉岡側先進導坑掘削開始 

1968（昭和 43）年 3 月       吉岡作業坑着手 

1970（昭和 45）年 1 月 17 日   竜飛側先進導坑掘削開始 

1970（昭和 45）年 7 月 13 日   竜飛作業坑着手 

1983（昭和 58）年 1 月 27 日  先進導坑完成 

1985（昭和 60）年 3 月 10 日   本坑全開通 

1987（昭和 62）年 10 月 21 日   初めての青函トンネル内の試運転列車走る 

1988（昭和 63）年 3 月 13 日   青函トンネルと吉岡、竜飛両海底駅営業開始 

 

3. 青函トンネルの構造 

3.1 トンネル設備 

青函トンネルには、列車が通る本坑の他に、作業坑、先進導坑、縦坑、斜坑がある。本

坑は高さ 7.85m、幅 9.7m であり、在来線に加え将来新幹線も走れるように設計されてい

る。作業坑は本坑の横 30m のところに平行して掘られている。常に本坑より先まわりし

て連絡誘導路を造り、切羽を増やして工事の速度を早めるため造られた。現在は、保守の

ための通路としてトラックや自動車が通っている。先進導坑は、最も先行して掘られたト

ンネルであり、海底の地質や水の出方を調査し施工方法の検討や開発を行ない、作業坑と

本坑の施工をサポートした。現在は、排水と換気のために使われている。斜坑は、工事関

係者、資材、機械、掘った後の土の運搬や排水に使われた。現在は、換気に使われている

ほか、保守作業の出入り及び資材運搬のためにケーブルカーが運転されている。このケー

ブルカーは速度が毎分 150m、15 人乗りであり、約 8 分で海底に到着する。 

 

3.2 トンネル断面の決定 

  本坑のトンネル断面は、新幹線と共有する条件から在来線トンネル断面より大きい新幹

線断面に決定されたが、単線 2 本のトンネルとするか、複線型のトンネルにするかについ
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て議論された。議論の内容は以下のとおりである。 

（1）工事費、工期において複線型が有利である。 

（2）複線型の方が掘削後の勇水量が尐ない。 

（3）列車のトンネル内走行空気抵抗は複線型の方が小さい。速度の異なる列車同士のす

れ違い時の風圧による走行安定性は複線型において特に問題を生じない。 

以上の結果から、複線型断面となったのである。 

 

3.3 勾配 

 青函トンネルの最急勾配は在来線のみの運行を考えた場合、20‰(注)で計画されていたが、

新幹線との共用を条件に加えた場合、長大トンネルで長い上り勾配の条件では新幹線のモ

ーター温度上昇が問題となるために最急勾配を 12‰とした。 

（注） 

‰（パーミル）とは、列車が 1000m 進むうちに高さが何 m 変化するかを表す単位である。 

 

3.4 軌道 

 青函トンネルに敷かれている軌道は、北海道新幹線完成時に新幹線と共用のため、1m

あたりの質量 60kg のレールであり、新幹線を通すときに新幹線の専用レール 1 本を追加

敷設できる三線式スラブ軌道を採用している。スラブ軌道とは、コンクリート路盤上に軌

道スラブというコンクリート製の板を設置し、その上にレールを敷く構造のことである。

また、乗り心地や保守の省力化のために、レールに継ぎ目のない世界最長である 52.7km

のスーパーロングレールを採用した。 

 

4. 青函トンネルの防災対策 

 青函トンネルは長大なトンネルであるため、防災対策も容易なことではないことが予想

される。ここでは、火災及び地震対策について紹介する。 

 

（ア）火災対策 

 青函トンネルは長大なため、火災の状況及び走行位置によっては、火災列車のトンネル

外への脱出は不可能であり、トンネル内に停車せざるを得ない状況も想定される。この場

合にトンネル内で火災列車を停車させて乗客の避難・救援、消火、排煙を行うことができ

る定点を吉岡・竜飛斜坑付近に設けている。また、定点付近には避難誘導路が張り巡らさ
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れているので、避難も効率よく行えるようになっている。この設備により、火災対策につ

いても従来の鉄道と同様な対応が可能となった。 

 

（イ）地震対策 

 青函トンネルではトンネル内に警報地震計のほかに、坑道のひずみを測定するひずみ計、

湧水の変化を測定する湧水量計、地震諸元の震源・規模を推定する UrEDAS（Urgent 

Earthquake Detection System, ユレダス）が、主要な箇所に設置されている。これらの

設備より、トンネル構造物の状況を指令センターで遠隔監視し、安全の確保と早期の運転

再開が可能となっている。地震時の列車停止方法は、この地震防災システムと列車自動制

御装置と連動する方式をとっている。 

 

5. 2つの海底駅 

 先述したとおり、吉岡海底駅と竜飛海底駅の 2 駅を持つ。どちらも JR 北海道の管轄で

あり、北海道側の吉岡海底駅は海面下 149.5m、本州側の竜飛海底駅は海面下 135.0m に

位置する。これらは長大なトンネル内の安全設備として、火災事故などに対処するために

消防用設備や脱出路を設けた定点設備を見学ルートとして利用したものである。ただし、

これらの海底駅を見学するには一部の特急列車に乗車することと海底駅見学整理券（大人

2040 円、こども 1020 円）を予め購入しておくことが必要となる。吉岡海底駅は北海道新

幹線の工事に伴い、海底駅が新幹線建設の資材基地となるので 2006（平成 18）年 3 月 18

日に定期列車の停車を中止し、同 8 月 27 日の臨時特急ドラえもん海底列車運転終了によ

り現在は全面的に見学できない。竜飛海底駅では掘削に使われた機材や器具が展示されて

いる体験坑道、体験坑道と地上の青函トンネル記念館を結ぶ斜坑を利用したケーブルカー、

青函トンネルの構想から完成までをわかりやすく展示した青函トンネル記念館、国内最大

級の風力発電施設である、約 1,800 世帯の電力量を賄うことができる竜飛ウインドパーク

が隣接しており、竜飛海底駅・青函トンネル記念館見学コースを利用して訪れることがで

きる。 

 

6. 青函トンネルを走る列車 

 現在、青函トンネル内を走る一般列車は以下のとおりである。すべて優等列車であり、

普通列車は走っていない。そのため、蟹田～木古内間は普通乗車券で特急の自由席に乗る

ことができる特例が適用される。 
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また、特急スーパー白鳥はトンネル内を時速 140km で快走する。 

[特急] 

・特急スーパー白鳥、白鳥（函館～八戸間） 

[寝台列車] 

・寝台特急北斗星、カシオペア（札幌～上野間） 

・寝台特急トワイライトエクスプレス（札幌～大阪間） 

・急行はまなす（札幌～青森間） 

他にも臨時列車や多くの貨物列車が青函トンネルを行き来する。 

 

7. 青函連絡船 

日本の鉄道連絡航路の歴史や特徴、青函トンネルが開通する前の青函連絡船による本州

～北海道の輸送の歴史について述べる。 

 

7.1 鉄道連絡航路 

1988（昭和 63）年春をもち、青函、宇高の両鉄道連絡航路がそれぞれトンネル、連絡橋

の開通によってその使命を失い、廃止になった。これにより、日本の鉄道連絡航路はほぼ

完全にその役割を終えることになった。 

鉄道連絡航路の役割は文字通り鉄道を連絡することであり、鉄道ルートの一環として設

けられた航路である。これは海峡、河川、湖沼などによってレールが途切れている場所を

航路で仲介するものであり、国内の基幹交通として鉄道が発達した日本では重要な地位を

占めていた。しかし、その目的から考えても鉄道連絡航路はあくまで暫定的なものであり、

その区間を直結する鉄道が完成すれば、事実上その役目を終えたことになる。したがって、

青函、宇高の両鉄道連絡航路が消滅したことも必然的な流れであった。 

ちなみに、日本で最初の鉄道連絡航路は 1882（明治 15）年の琵琶湖航路（大津～長浜

間 56.4km）であったとされている。これは当時すでに開通していた京都～大津間の鉄道

と、同年着工した長浜～敦賀間をとりあえず船で連絡することで早期開業を図ったもので

ある。 

 ところで、鉄道連絡船というと広いスペースにレールを設けた車両甲板を持ち、鉄道車

両を陸上の桟橋を通じてそのまま船内に積み込む方式、すなわち列車航送方式や貨車航送

方式が代表的な形態と考えられているが、日本の初期の鉄道連絡船はすべて車両航送をし

ていなかった。最初の車両航送は 1911（明治 44）年に関森航路のはしけによる航送であ
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り、その後 1921（大正 10）年に宇高航路で、1925（大正 14）年に青函航路で行われた。 

 

7.2  日本の車両航送の特徴 

ヨーロッパの鉄道連絡航路で当たり前に用いられているのに日本でほとんど用いられな

かった方式に客車航送がある。これは桟橋駅に着いた旅客列車の全部または一部が乗客を

乗せたまま連絡船の車両甲板に引き込まれて海を渡る方式である。他方、日本では旅客と

貨車を同時に運ぶ混合輸送が行われた。1925（大正 14）年以降の青函航路、1948（昭和

23）年以降の宇高航路がこれにあたる。ここで用いられる連絡船は客載貨車渡船であり、

このほかに貨車輸送に専念する純貨車渡船があった。つまり、旅客輸送専用の船が無かっ

た。このことは国鉄当局の最大関心事が貨車輸送であったことを示している。 

旅客輸送で要求される最大のニーズは連絡船自身のスピードの向上と連絡時間の短縮で

あるといえる。一方、貨車輸送ではこれらも重要ではあるが旅客輸送程ではなく、むしろ

できるだけ多くの貨車を収容して輸送力を持たせ輸送単価を下げることである。国鉄はこ

れに対し、1960 年代後半以降の新たな世代の連絡船に貨車収容能力も上げ、かつ船客定員

も増やすという方向をたどった。つまり、混合輸送方式を踏襲し続けた。混合輸送方式は

港湾施設と連絡船への双方への投資を最小にするという意味では最も効果的な方法である

といえるだろう。旅客船としての高速性と貨車収容量の拡大という両者の要求を一隻の船

に盛り込んだために、個々の船の性能や能力からみると日本の鉄道連絡船はヨーロッパの

同程度の距離の航路に就航する船と比べて大型かつ高性能の優秀船であった。 

 

7.3  青函連絡航路の誕生 

青函航路は国鉄航路としての新設第 1 号であるが、構想は日本鉄道が樹立し、同社の上

野～青森間の鉄道と 1904（明治 37）年に全通した北海道鉄道の函館～小樽間とを結ぶべ

く計画された。翌々年には日本鉄道直営の青函航路用として汽船 2隻がイギリスに発注さ

れたが、その年に日本鉄道は政府に買収されたため、青函航路の構想は国鉄に引き継がれ

た。営業の開始は 1908（明治 41）年で、各船 1日 1 往復の計 2 往復、所要時間は 4 時間

15 分～5 時間であった。 

 

7.4  第 2次世界大戦前後の青函連絡航路 

 戦時輸送下における鉄道連絡船の使命は非常に大きかったが、戦争の激化と米潜水艦の

日本近海への接近は鉄道連絡航路に脅威を与えた。石炭をはじめとする貨物輸送の急増で
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異例の貨車航送船増備を重ねた青函航路でも、1945（昭和 20）年 7 月～8 月に米軍の空襲

を受け客載貨車渡船 4隻全部と貨車航送船 6隻が沈没した。これと別に事故によって 2 隻

を失っていたため、青函航路は事実上全壊状態となり、その機能を停止せざるをえなかっ

た。壊滅的被害を受けた戦後は雑多な傭船で急場をしのいだ。その後急ピッチで輸送力の

復旧が図られ、1948（昭和 23）年には 14 隻の連絡船が揃い、同航路史上最大の輸送力が

確保された。 

 

7.5 戦後の盛衰 

輸送力増強が整い、鉄道連絡船は戦後の復興輸送に大きく貢献し、輸送需要も増大し 

ていった。1949（昭和 24）年に旅客便 5、貨物便 13 の計 18 往復を設定、朝鮮戦争に際

し一部減便はあったが、見事に復興を遂げた。 

 隆盛に影を落としたのは、1954（昭和 29）年 9 月 26 日の洞爺丸事故であった。乗客・ 

乗員 1155 人が死亡するという、世界稀にみる悲惨な海難事故であった。北見丸など 4 隻

も仮泊中に遭難しており、犠牲者の数もさることながら、青函航路の輸送力は半減した。 

 昭和30～40年代、高度経済成長やレジャーブームの中で青函航路は再び活況を見せた。

近代化された鉄道連絡船、津軽丸型や渡島丸型の就航により輸送能力は最大になり、スピ

ードアップや運航数の増加などの改善も進んだ。それまでの所要時間を 50 分も短縮して 3

時間 50 分とし、1 隻 1日 2 往復だった運用が 2.5 往復可能となった。だが、交通手段の多

様化による鉄道輸送の衰退により、昭和50年代以降の青函航路の落ち込みはひどかった。

旅客交通のメインルートは航空機に変わり、東京～北海道の旅客の 95%が航空機利用とい

う状況になっていった。次頁の図は札幌～東京間の航空機と鉄道の旅客数の経年比較であ

る（縦軸は万人）。 
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図 1「札幌～東京間の旅客数の推移」 

 

また、貨物交通の面でも自動車交通への商品流通の移転、自動車航送船との競争により

鉄道連絡船の輸送需要は減退した。国鉄全体の鉄道連絡航路の運輸成績でみると、旅客で

は 1974（昭和 49）年度、貨物では 1971（昭和 46）年度で最大を記録した後は低下の一

途をたどった。定期運航数では 1972（昭和 47）年 3 月のダイヤ改正による 28 往復（繁

忙時 30 往復）となったのが最大であった。 

 

7.6 青函トンネル開通とダイヤ改正   

 1988（昭和 63）年 3 月 13 日（瀬戸大橋関連および JR 四国は 4 月 10 日）に JR グル

ープとして初めてのダイヤ改正が実施された。JR グループ全体での増発規模は新幹線 15

千キロ、在来線特急・急行 17 千キロ、普通列車 96 千キロとなり、計 128 千キロという大

規模な改正であった。ここでは青函トンネル開通に関連する事項について述べる。 

 青函トンネル完成に伴う津軽海峡線の開業に合わせ上野～札幌間直通特急寝台列車の設

定をはじめ、北海道と本州の直通輸送の利点を最大限に活用するよう上野・大阪および東

北地区（盛岡・青森）との直通列車を以下のように設定した。 
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表 1「開業当初の青函直通列車」 

   

 

「 

     

 

 

 

 

参考 ダイヤ改正前の青函連絡船旅客便は下り 8 便上り 7 便。ただし「北斗星」1 往復は

季節運転 

 

 また、青函トンネル開通に加え線路改良等の推進に伴うスピードアップが実施された。

上野～札幌、大阪～札幌、青森～函館間での開通前後での所要時間の変化は次の表 2 の通

りである。 

表 2「上野～北海道・東北地区の所要時間の変化」 

 上野～札幌 大阪～札幌 青森～札幌 

所要時間(改正前) 13 時間 18 分 21 時間 49 分 3 時間 50 分 

所要時間(改正後) 10 時間 52 分 20 時間 23 分 1 時間 59 分 

短縮時間 2 時間 26 分 1 時間 26 分 1 時間 51 分 

 

7.7 開業後の影響 

 青函トンネルの開業の結果、旅客、物流で大きな変化が生じた。開通直後の変化を見る

と旅客では北海道観光ブームや各種イベントが功を奏した結果、津軽海峡線の利用者数は

半年で 1.2～2.3 倍の伸びを示している。ただし、利用目的はアンケートによれば 56%が観

光と答えていて、業務は 25%にしか過ぎない。 

 また開通の結果、北海道、特に対岸の観光施設は好調な伸びを見せた、例えば昭和 63

年の函館山ロープウェイ利用者は 290061 人と前年度比 122%増となった。この他にも五

稜郭タワーで 23%、札幌の時計台で 2%などの増加となっている。 

 このように開業直後は大幅な利用者増とそれに伴う正の波及効果をもたらした。しかし

ながら 1988（昭和 63）年に 306 万人だった利用者は 1999（平成 11）には半分の 150 万

種別 列車名 運転区間 本数 

寝台特急 北斗星 上野～札幌 3 往復 

 日本海 大阪～函館 1 往復 

電車特急 はつかり 盛岡～函館 2 往復 

座席急行 はまなす 青森～札幌 1 往復 

快速 海峡 青森～函館 8 往復 

   計 15 往復 
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人を割っている。 

 物流の変化では JR コンテナの利用増加が挙げられる。北海道からの貨物は玉ねぎやじ

ゃがいも、米といった比較的鮮度の落ちが遅い農産物が主体であり、従来から鉄道と内航

輸送との間で競合関係にあった。それが開通後はコンテナが好調な伸びを見せ、貨物輸送

量は 1989（平成元）年には 500 万トンを越え、1996（平成 8）年には最高の 569 万トン

となった。しかしその後はフェリーの高速化や津軽線が単線であることから伸び悩み、ほ

ぼ横ばいになっている。 

 このように当初は好調だった青函トンネルもその後は利用者の低迷と貨物の横ばいに苦

しんでいる。そのうえ年間の維持費が 10 億円、今後の改修費が 1100 億円かかる見込みで

あり、これが JR 北海道の負担にもなっている。このため青函トンネルを閉鎖するという

「フタ閉め」論争も起こっている。果たして青函トンネルは必要だったのだろうか。 

 この疑問に対して、1 つの答えを出すのが「費用便益分析」である。これはプロジェク

トにかかった建設費などの費用と、プロジェクトの結果もたらされた利用者増や事故減尐

といった正の効果（便益）を金銭単位で算出し、便益が費用を上回るのであればプロジェ

クトは実行するべきというものである。青函トンネルについては前田・岸・佐藤（2000）

で分析されている。それをまとめたのが表 3である。 

表 3「青函トンネルの費用と便益（単位は億円）」 

費用   便益   

建設費 10736.2 連絡船運営費 12687.9 

残存価値 98.3 運賃収入 4800.0 

鉄道線運営費 3690.6 時間短縮効果 8838.7 

    安定性向上 1619.4 

計 14328.5 計 27946.0 

便益-費用 13617.5   

便益/費用 1.95   

 これによれば費用は建設費から残存価値を引いたもの、鉄道線の運営費の合計で 1 兆

4329 億円、便益は連絡船を運営しなくて良くなった分、運賃収入、時間短縮の効果、天候

に影響されず定時運行ができるようになった分の合計で 2兆7946億円である。この結果、

便益から費用を引いた純便益は 1 兆 3618 億円のプラス、便益/費用の費用対効果は 1.95

である。これは通常の港湾や高速道路建設の費用対効果が 1前後に留まることからも青函

トンネルは地域経済に極めて大きな正の影響を与えたプロジェクトになっている。 
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8. これからの課題 

青函トンネルは、先述したとおり、数多くの最新技術や、従来の技術を改良した技術が

使われた。その技術は現在のトンネルの工法の先駆けとなったものである。そして、列車

の安全かつ円滑な運行のための工夫がいろいろとなされている。今後、北海道新幹線が開

通すると、首都圏～北海道の輸送経路として今後の重要性がさらに高まることは言うまで

もない。本州～北海道を結ぶ鉄道貨物の重要ルートとしても大きな役割を果たしている。

一方、将来にわたり改修事業に多額な経費が必要となるほか、新幹線開通に伴う貨物ルー

トの適切な確保や、並行在来線（津軽線、江差線）の維持など解決すべき問題も山積みと

なっている。こういった問題を解決していくことがこれからの課題であろう。 
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