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１－１　大深度掘削に関わる山留壁の挙動解析調査その２

  Movement Analysis of Earth-retaining for Deep Open Cut (2nd report)

計画部 技術開発課

安瀬 廣一，佐藤 研三（現建設局），杉本　克美，並木　芳憲

１．調査概要

1.1　調査の背景と目的

  近年，都心部においては地下埋設物が輻輳し

てきており，再構築等で新たに下水道管を布設
する際には，下水道が自然流下を基本としてい

るが故に，大深度に布設せざるを得ない状況で

ある。大深度の地下構造物を建設する際には，
山留壁を築造する必要があり，そのため多額の

費用や工期を要する。山留壁の設計においては，
掘削方向と変位方向について二次元弾塑性法を

用いて解析するのが現在の主流である。しかし

立坑のように掘削深度に比べ掘削面積が小さい
場合，山留壁にはその形状による三次元な拘束

効果が生じることが分かっており，この三次元
的効果を取り入れずに設計した場合，不経済な

山留壁となる可能性が考えられる。このような

拘束効果については，例えば山留壁が地下連続
壁の場合，弾塑性法の中でばね要素として取り

扱うことが可能とされているが，そのばね定数
の定量的な評価については具体化されていない

のが現状である。そこでこの山留壁の三次元的

効果を定量的に評価することにより設計におけ
る不確定要素を減少させ，安全かつ経済的な設

計手法を開発することを目的とし本調査を行っ
た。昨年度は円形立坑について拘束効果による

ばね定数の定量的評価を行い，その値を用いて

山留壁の縦断方向の挙動について解析し，計測
値との比較検討を行ったが，本年度は引き続き

矩形立坑について同様の評価解析を行ったので
これについて報告する。

1.2　調査内容
  平成11年度は，平成10年度における調査結果

を踏まえ以下に示す調査を実施した。
・　矩形立坑の三次元形状を考慮した形状効果

ばねの特性に関する評価

・　矩形立坑の施工事例に関する設計条件およ

び計測結果の整理
・　形状効果ばねを用いた矩形立坑挙動解析の

実施
・　解析／計測結果の比較検討

・　円形立坑および矩形立坑の連続壁開口部につ

いて，二次元モデルによる簡易的解析手法の検

討（三次元モデルと二次元モデルの整合性）

２．矩形立坑における三次元的拘束効果の定量的

評価

2.1　三次元的効果と形状ばね定数

  矩形立坑の場合，掘削深度に対し掘削面積が

比較的小さいものでは，掘削に伴う壁体及び地
盤の挙動は，互いに直交する山留壁間の三次元

的拘束効果により変位が抑制される。よって三

次元有限要素解析法を用いれば，各種の平面形
状をした矩形立坑について，掘削時における山

留壁および地盤の全体的な挙動を把握すること
ができる。しかしながら三次元モデルによる解

析は，モデルの作成，解析時間，結果の処理等

に膨大な時間と費用を要し非効率である。三次
元解析の結果と同等の変位特性を得るために三

次元的拘束効果を二次元モデルに取り入れるこ
とができれば，簡易的に三次元的効果を表現で

きる。このことについては，「大深度土留め設

計・施工指針（案）」（財団法人先端建設センタ
ー）において，剛性の高い地下連続壁を用い，

かつ水平方向の剛性が期待できると考えられる
場合は，矩形立坑に働く三次元的拘束効果を「形

状ばね」として評価し，弾塑性解析に考慮して

も良いこととされているが，具体的な手法は示
されていない。この「形状ばね」とは，矩形立

坑において上述の「三次元的拘束効果」を表現
したものであり，その概念は図2.1に示すとお

りである。
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図2.1　形状ばねの考え方

2.2 解析方法と解析モデル
  図2.2に示すような二次元モデルを用いて，土

圧を載荷したときの変形形状から，簡易的に矩
形立坑における形状ばね定数を算定する方法を

検討する。この簡易的な算定方法をここでは「は

り理論」と呼ぶこととする。具体的には，山留
壁の要素をはりばねモデルでモデル化し，有限

要素法を用いて変位を算定するが，継手部の剛
性低下や地盤反力係数等を考慮しなければ，こ

の簡易的なばね定数の算定方法である「はり理

論」を用いた理論式により形状ばねの値を求め
ることが可能である。そこで値の算定に当たっ

ては「はり理論」から求めた値と有限要素法で
求めた値が一致することを確認した上で，簡易

的な「はり理論」により求められるものについ

ては「はり理論」から求め，求められない部分に
ついては有限要素法を用いて求めることとした。

図2.2　形状ばね算定モデル

2.3　算定された形状ばね定数

　はり理論による形状ばねの算定にあったては，

立坑の各辺部ははりとして取り扱い，各端部に
おいて変形は許さないが回転については拘束し

ないものとした。その結果，ばね定数Ks，及び
変位量Δy1は以下のようになる。
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ここで　　　ｋS ：形状ばね定数

1p ： 1L に作用する土圧 [tonf/m2]

2p ： 2L に作用する土圧 [tonf/m2]

1L ：立坑の長辺側長さ [m]

2L ：立坑の短辺側長さ [m]

1y∆ ： 1L 側の変位量 [m]

E ：ヤング率 [tonf/m2]
I 　：断面２次モーメント [m4]

（=1.0×ｔ3/12）
t ：壁厚 [m]

  また，長辺中央部における変位量Δuは，式

②においてχ=(L1/2)と代入することにより式

③のように表される。

2.4  形状ばねの特性解析
  はり理論を用いた場合，影響評価が可能とな

るパラメータは立坑の断面形状および壁厚，土
圧（偏土圧も含む）のみであり，その他のパラ

メータ（継手部剛性，先行エレメント剛性割り

増し，地盤反力係数）は考慮されていない。
　よって，ここでの解析ケースの設定は，立坑

の断面形状および偏土圧に着目して行う。式を
みると，土圧が作用した際の変形量は断面形状

（評価断面の長さ，縦横比）に大きく依存する

と思われる。従って，断面形状に伴う形状ばね
の特性評価を行えるよう，比較ケースを設定す

る。比較ケースについてまとめたものを表2.1

連続壁形状ばね

地盤ばね

土圧

端部には拘
束効果が働
き変異が抑
制される

Ｌ1

Ｌ2

Δu

P1

P1

P2P2

…………①

Et4

LLP
)

)LL(P48

)LPLP(

192

L5
(

EI2

LP
u 211

211

3
22

3
11

2
1

2
11 +

+

+
+= －－ 

……③

…………②

Δ



大深度掘削に関わる山留壁の挙動解析調査その２

3

に示す。解析断面については，図2.2における

長辺側を評価断面とし，解析諸元としてヤング

率2.5×106(tonf/m2)，壁厚1.0(m)を用いた。
本解析において，はり理論を用いた算定方法

による形状ばね定数について，有限要素法を用
いて求めた解析値との比較を行うことにより，

両者の値が一致しているかについてあわせて検

証した。

表2.1　比較ケース

比較ケース 評価パラメータ

比較ケース０ L1=L2の時のL1およびL2の長さに関する特性

比較ケース１ L1=30の時のL2の長さに関する特性

比較ケース２ L2=５の時のL1の長さに関する特性

比較ケース３
L1=L2の時のL1およびL2の長さに関する特性，偏土

圧を考慮

比較ケース４
L1=30の時のL2の長さに関する特性，偏土圧を考

慮

比較ケース５
L2=５の時のL1の長さに関する特性，偏土圧を考

慮

形状ばね定数の特性評価を行うために，表2.1

の比較ケースを設定した。各ケースについて図

2.3～2.8に解析結果を示す。
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図2.3　比較ケース０（L1=L2，偏土圧なし）
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図2.4　比較ケース１（L1=30，偏土圧なし）
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図2.5　比較ケース２（L2=５，偏土圧なし）
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図2.6　比較ケース３（L1=L2，偏土圧50％）

0.00
10.00
20.00
30.00

40.00
50.00

60.00
70.00

80.00
90.00

100.00

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
L2長さ(m)

形
状

ば
ね

定
数

(t
on

f/
m

2
/m

)

L1=30･偏土圧なし･理論

L1=30･偏土圧なし･解析

L1=30･偏土圧50％･理論

L1=30･偏土圧50％･解析

図2.7　比較ケース４（L1=30，偏土圧50％）
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図2.8　比較ケース５（L2=５，偏土圧50％）
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　　これらの結果をみると，以下のことがいえ

る。なお，形状ばねに関する特性については，

すべてL1側における結果を対象として述べる
ことにする。

(ｱ) はり理論による結果と有限要素法による
結果は，すべての解析ケースにおいて一致

した

(ｲ) L1＝L2（正方形）の解析結果（図2.3）
より，L1が大きくなると急激に形状ばね定

数が小さくなる
(ｳ) L1を一定とした場合，L2を小さくする（長

方形にする）と，形状ばね定数も小さくな

り，L2=0.5･L1のとき正方形での値の約半
分になる

(ｴ) L2を一定とし，L1を大きくする（長方形
にする）と，形状ばね定数は急激に小さく

なり，その傾向は正方形において長さを大

きくしていった場合とよく似ている
(ｵ) 偏土圧の影響については，図2.7より正

方形に近づく程ばね定数も大きくなる傾向
を示すが，図2.6から偏土圧よりもL1の長

さの方が形状ばね定数に対して支配的であ

る

　解析対象断面であるL1の長さが，形状ばねに
関して最も支配的な因子であった。また，L1と

L2の大きさが異なる，すなわち長方形になると

正方形に比べてばね定数は低下し，L2=0.5･L1
の時に半分程度まで低下した。この傾向は立坑

のスケールによらず共通してみられた。偏土圧
の影響についても定量的に把握されたが，平成

10年度に解析を行った円形立坑の場合，偏土圧

を10%考慮することによりばね定数が半分程度
に低下するという結果がでたが，それに比較す

ると，矩形立坑ではその影響は小さいといえる。
  また，はり理論と有限要素法によるばね定数

の結果の比較については，両者の結果が一致す

ることが分かった。従って，想定したパラメー
タのうち，断面形状および壁厚，偏土圧につい

ては，はり理論に基づいた算定式を用いること
が可能なことを確認した。

2.5  各パラメータの取り扱い方法
はり理論を用いて定式化が可能なパラメータ

が確認されたことを踏まえ，各パラメータの取
り扱いについてまとめると図2.9のようになる。

図2.9　各パラメータに関するまとめ

　図2.9に示すように，形状ばね定数に関する
パラメータは「はり理論」に基づくものと，「は

り理論」では定式化できないものとに分けられ
る。よって，「はり理論」に基づいた形状ばね

定数をKwoとし，このKwoを用いてその他のパラ

メータである，地盤反力係数，継手部の剛性，
エレメントヤング率について関係式を導き出す

ことができれば簡易的な計算方法が可能となる。
すなわち式④のようになる。ここで，g，h，i

については有限要素法を用いて求めることとし

た。
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　ここで

　　ｋw ：形状ばね定数
　　ｋw０：「はり理論」に基づいた形状ばね定数

　　Ａw ：形状ばね係数
　　ｇ ：地盤反力による形状ばね係数

　　ｈ ：継手効果による形状ばね係数

　　ｉ ：ｴﾚﾒﾝﾄﾔﾝｸﾞ率による形状ばね係数
2.6　計算結果

2.6.1　地盤反力係数に関する特性評価
(1) 解析条件

2.3で述べたように，ここでは端部に回転

を許すモデルで考えているため，理論上断

面形状が正方形でかつ作用土圧が等圧のと

きを除いて，背面側への変形が生じる。よ

って，ここでは断面形状が長方形である矩

形立坑に対し地盤ばねを設定する。解析モ

デルを図2.10に示す。長方形の断面のうち，

L1＞L2としたとき，変形が背面側に生じるL2

断面に地盤ばねを設定し，変形が掘削側に

生じるL1断面において形状ばね定数について

有限要素法を用いて算定する。

・矩形立坑壁 断面形状

・矩形立坑壁 壁厚

・エレメント剛性

・継手部剛性

・偏土圧

・地盤反力係数

・矩形立坑壁 断面形状

・矩形立坑壁 壁厚

・偏土圧

・地盤反力係数

・継手部剛性

・エレメント剛性

有限要素法関係式

はり理論
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図2.10  地盤ばねを考慮した解析モデル

(2)　解析結果

  形状ばね定数Ｋwを算定し，地盤反力係
数を設定しないときの形状ばね値Ｋw0とに

より，式④を用いて地盤反力による形状ば
ね 係 数 ｇ を 求 め る 。 L2=10[m] で L1 を

15,20,25,30[m]に設定した場合の地盤反力

による形状ばね係数（ｇ=Ｋw /Ｋw0）の関
係について図2.11に示す。
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図2.11  地盤反力による形状ばね係数（L2=10[m]）

(3)　結果の考察
　地盤反力係数に関する傾向を以下にまと

める。
(ｱ) 地盤反力を考慮すると考慮しないとき

に比べ，すべての解析ケースにおいて形

状ばね値は大きくなる
(ｲ) 地盤反力係数を大きくする程形状ばね

値も増加するが，その傾向は線形的でな
い

(ｳ) 断面形状に関する一定の傾向がみられ

ない

最も大きい効果を示したケースでは，地
盤反力を考慮しないときに比べ，その増加

率は約40％であった。ただし，(ｲ)，(ｳ)の
理由から，定式化することは難しい。

 また，(ｱ)より地盤反力を考慮することに

より形状ばねは上昇することになるが，こ
れは端部の回転を許すという考え方から短

辺側の山留壁が掘削時に背面側に動くとし
たことから生じたことであり，現実にそう

した挙動を示すかどうか不明な点がある。

そこで安全性を考慮してばね定数にこの影
響を考慮しない方が妥当であると考える。

2.6.2  継手効果に関する特性評価

(1) 解析条件

立坑を掘削した際には背面側の土圧によ
り，先行エレメントと後行エレメント間の

継手部分に軸力が作用する。その継手部分
の剛性値をパラメータとした形状ばねの特

性評価を行った。解析モデルを図2.12に示

す。継手部の剛性値は，継手部材の形状お
よび寸法より算定できる曲げ剛性値から類

推できる。よって，一般に施工で用いられ
る継手部材の寸法から，継手部の剛性値と

して1.0×102～1.0×108[tonf･m/rad]つい

て解析を行った。なお，矩形立坑の場合，
断面形状が長方形（L1≠L2）となる場合，

地盤ばねを設定する必要があるため，ここ
では，断面形状をL1=L2とする。

図2.12  継手部を考慮した解析モデル

(2)　解析結果

  形状ばね定数Ｋwを算定し，継手効果を考
慮しないときの形状ばね値Ｋw0とにより式

④を用いて継手効果による形状ばね係数ｈ
を算定する。L1=L2=5[m]からL1=L2=30[m]ま

先行エレメント

後行エレメント

継手部

評価断面L1

L2

Δ

p

1

p2

p2
p1
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で5m刻みで設定した場合の，継手効果によ

る形状ばね係数（ｈ=Ｋw /Ｋw0）の関係に

ついて図2.13に示す。

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.0E+01 1.0E+03 1.0E+05 1.0E+07 1.0E+09 1.0E+11
剛性値(tonf･m/rad)

K
w

/K
w0

　L1=L2=30･解析

　L1=L2=25･解析

　L1=L2=20･解析

　L1=L2=15･解析

　L1=L2=10･解析

　L1=L2= 5･解析

図2.13  継手効果による形状ばね係数

(3)　結果の考察

　継手部の効果に関する傾向をまとめると
以下のようになる。

(ｱ) 継手部の効果を考慮すると，考慮しな
いときに比べ形状ばね値は減少した（Ｋ

w/Ｋw0≦1）

(ｲ) 継手部の剛性値が106(tonf･m/rad)以
上では，継手部の影響はほとんどないと

いえる
(ｳ) 継手部の効果は，断面形状によらずほ

ぼ同様な傾向を示した

(ｴ) 偏土圧の影響と同様，立坑長さの変化
の影響に比べれば継手部の影響は極めて

小さい

  昨年度実施した円形立坑の場合，周辺土

圧の影響により軸方向においてはリング全

体で圧縮方向のひずみおよび応力が作用し
ていたのに対し，矩形立坑においては，軸

方向のひずみおよび応力は必ずしも圧縮方
向に作用しているとはいえない。解析結果

からも，円形立坑では継手部の剛性値が5.0
×102[tonf･m/rad]と弱い状態でも継手部
を考慮しないときの形状ばねの0.93を示し

たのに対し，矩形立坑では同じ剛性値で６
割程度も低下している。

継手部の剛性値について厳密な値を得るの

は難しい。しかしながら，上述したように
円形立坑に比べるとこの影響は大きいこと，

取り入れることにより安全側の評価を行う
こと等から，ばね定数を算定する上で考慮

する必要があるといえる。

2.6.3　エレメントヤング率に関する特性評価

(1)　解析条件

　ここでは，先行エレメントヤング率の効
果に関する特性を評価する。先行エレメン

トには，継手部の鋼材などが入れられてい
る場合があり，後行エレメントに比べ剛性

（ヤング率）が増加している可能性がある。

そこで，先行エレメント剛性値を割り増し
た場合に，その形状ばね定数がどのような

特性を示すかについて検討する。剛性値の
低い後行エレメントの方が危険側であるた

め，計算は後行エレメント位置における形

状ばね定数について算定した。
(2)  解析結果

  形状ばね定数Ｋwを算定し，エレメント
ヤング率の効果を考慮しないときの形状ば

ね値をＫw0とにより，式④を用いてエレメ

ントヤング率による形状ばね係数ｉを算定
する。L1=L2=5[m]からL1=L2=30[m]まで5m

刻みで設定した場合の各ケースに関してま
とめたものを図2.14に示す。

1.00

1.01
1.02

1.03
1.04
1.05

1.06
1.07

1.08
1.09

1.10

1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
先行ｴﾚﾒﾝﾄﾔﾝｸﾞ率割り増し率

K
w
/K

w0

　L1=L2=30･解析

　L1=L2=25･解析

　L1=L2=20･解析

　L1=L2=15･解析

　L1=L2=10･解析

　L1=L2= 5･解析

図2.14  ｴﾚﾒﾝﾄﾔﾝｸﾞ率による形状ばね係数

(3)　結果の考察

　先行エレメントヤング率の割り増し効果

に関する傾向を以下にまとめる。
(ｱ) 先行エレメントヤング率の割り増し効

果を考慮すると，考慮しないときに比べ
形状ばね値は増加した

(ｲ) 割り増し率を大きくする程形状ばね値

は大きくなり，その傾向は線形的である
(ｳ) 先行エレメントヤング率の割り増し効

果は，断面形状によらずほぼ同様な傾向
を示した

(ｴ) 偏土圧および継手部の影響と同様に，

L1の長さに比べ先行ｴﾚﾒﾝﾄヤング率の影
響は極めて小さい

  図2.14より，設定パラメータのうち最も
大きい効果を示したケース（割り増し率

1.25）においても，エレメント割り増しを
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行わないケースに比べ，その増加率は10％

以下に留まった。この結果と(ｴ)より，エ

レメントヤング率の割り増しを考慮するこ
とはあまり有意義でないといえる。この効

果を考慮しないことにより安全側の値を用
いることになることから，ばね定数の算定

にあたりこの効果についても考慮しないこ

とが妥当と考えられる。

2.7　形状ばね定数のまとめ
2.7.1　形状ばね定数の特性評価のまとめ

　2.4～2.6における特性評価の結果について

まとめると以下のようになる。
◎「はり理論」に基づく特性評価

・形状ばねは，断面の形状よりも解析対象
断面であるL1の長さが支配的である。次

いでL1に対するL2の長さが影響するが，

最も影響のあるときでもL1＝L2時の値の
半分程度である。また，偏土圧の影響も

多少あるが，円形立坑に比べるとその影
響は小さい。

◎「有限要素法」に基づく特性評価

・地盤反力を考慮することにより形状ばね
値は大きくなるが，その傾向は線形的で

ない。
・継手部の効果を考慮することにより，形

状ばね値は減少したが，継手部の剛性値

が106(tonf･m/rad)以上では，その影響
はほとんどない。また断面形状によらず

同じような傾向を示したが，L1の影響に
比べるとその影響は極めて小さい。

・先行エレメントヤング率の割り増し効果

を考慮すると，地盤反力と同様に形状ば
ね値は増加し，その傾向は線形的となっ

た。また，この効果は，断面形状によら
ずほぼ同様な傾向を示したが，他のパラ

メータと同様にL1の長さ程大きな影響は

示さない。

  これらの特性より，形状ばねは，はり理論
に基づいた算定方法のパラメータである，解

析対象断面長さL1の影響が最も大きく，かつ

支配的であることがわかる。
はり理論式のなかに取り入れられないパラメ

ータのうち，地盤反力係数および先行エレメ
ントヤング率の割り増しについては，その影

響を考慮することにより形状ばねが上昇した。

従って，この効果を考慮することは危険側の

評価を行うことになる。しかも，前述したよ

うに，L1の影響に対しその効果は極めて小さ

い。よって，これらのパラメータを設計計算
において取り入れることはそれ程有意義でな

いといえる。
一方，継手部の効果により形状ばね値は減少

した。このパラメータについてもその影響は

大きくなく，継手部の剛性値について厳密な
値を得るのは難しい。しかしながら，取り入

れることにより安全側の評価を行うこと，ま
たトンネル標準示方書等でも継手部の影響を

考慮すべきとの記述があることから，この効

果を取り入れるべきと判断できる。

2.7.2　算定式を用いた形状ばね定数の算定
特性評価の結果より，各パラメータごとの

係数g，h，ｉについて，データテーブルや

簡易式により求められることが分かった。以
下に，各パラメータにおける簡易式およびデ

ータテーブルを示す。
① 地盤反力係数による形状ばね係数（ｇ）

  表2.2に示すデータテーブルにより算出

可能である。

表2.2  形状ばね係数ｇのデータテーブル

長辺L1 短辺L2 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0
10.0 5.0 1.001 1.003 1.006 1.009 1.012 1.018 1.024 1.029 1.040 1.054

15.0 5.0 1.001 1.004 1.008 1.012 1.015 1.023 1.029 1.036 1.048 1.065

20.0 5.0 1.001 1.004 1.008 1.012 1.015 1.023 1.029 1.036 1.048 1.064

25.0 5.0 1.001 1.004 1.008 1.011 1.015 1.022 1.028 1.034 1.046 1.061

30.0 5.0 1.001 1.004 1.007 1.011 1.014 1.020 1.026 1.032 1.043 1.056

15.0 10.0 1.007 1.033 1.058 1.079 1.096 1.123 1.143 1.159 1.181 1.203

20.0 10.0 1.011 1.051 1.091 1.124 1.152 1.194 1.226 1.250 1.287 1.322

25.0 10.0 1.013 1.057 1.102 1.138 1.168 1.215 1.249 1.276 1.315 1.352

30.0 10.0 1.013 1.059 1.105 1.141 1.171 1.218 1.252 1.278 1.316 1.352

20.0 15.0 1.021 1.070 1.101 1.118 1.129 1.144 1.154 1.162 1.172 1.184

25.0 15.0 1.043 1.150 1.216 1.254 1.279 1.311 1.330 1.344 1.363 1.381

30.0 15.0 1.053 1.183 1.264 1.311 1.341 1.379 1.403 1.419 1.440 1.461

25.0 20.0 1.028 1.064 1.080 1.089 1.096 1.108 1.117 1.124 1.137 1.152

30.0 20.0 1.090 1.211 1.257 1.280 1.295 1.315 1.329 1.340 1.357 1.375

30.0 25.0 1.014 1.031 1.044 1.055 1.064 1.079 1.091 1.101 1.116 1.132

地盤反力係数 ×103[tonf/m3]断面形状

② 継手効果による形状ばね係数（ｈ）
　表2.3に示すデータテーブルにより算出

可能である。

表2.3  形状ばね係数ｈのデータテーブル

継手剛性
(tonf･m/rad)

1.0E+02 0.637
1.0E+03 0.657
1.0E+04 0.721
1.0E+05 0.892
1.0E+06 0.984
1.0E+07 0.998

形状ばね係数

2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000


2000
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③ エレメントヤング率による形状ばね係数

（ｉ）

以下の算定式により算出可能である。
        

0.136.0 += xi
ここで

　χ：先行ｴﾚﾒﾝﾄﾔﾝｸﾞ率割り増し率

  上記①～③により求められた各形状ばね
係数を，式④に代入することにより，形状

ばね定数が算出される。

３．矩形立坑における縦断方向の解析

　前段で得られたばね定数を用いて縦断方向の
解析を行い，計測結果と比較検討を行った。山

留壁の計測結果の得られた２立坑について解析
を行ったが，ここでは，その内の１つである和

田弥生立坑を例に取り結果を紹介する。

3.1　解析条件と解析方法

　和田弥生幹線の基本形状を表3.1に，解析モ
デル図を図3.1に示す。

　
図3.1和田弥生幹線の解析モデル

  ここでは，変位及び曲げモーメントの計測値が

得られている，48.2mまで掘削した状態で比較を

行った。計測機器は短辺方向に設置されていたこ

とから，解析値と計測値の比較に当たっては，短

辺×短辺の正方形から算出されるばね定数を用い

て解析した。解析ケースを表3.1に示す。

3.2　解析結果と考察

　解析結果を図3.2に示す。変位については，

計測値と解析値の示す傾向は合致した。形状ば
ねを考慮しないケース１では計測値よりも変位

が大きい結果に，またばね定数を考慮したケー
ス２は計測値よりも変位が小さい結果となった。

これは，現実の立坑に拘束効果が働いているた

めと考えられる。継手部の効果を考慮して計算
したケース３は効果を考慮しないで計算した結

果よりも変位が大きくなり，計測値に近づく結
果となった。グラフには載せていないが，偏土

圧を考慮した場合の変位も同様の傾向を示して

おり，このことから，ばね定数に対して継手部
や偏土圧等影響が働いている可能性があると考

えられる。また，モーメントについては解析値
が深度によって大きく変化することから計測値

との比較は困難であったが，解析値間の比較に

ついては変位と同様の傾向を示した。
　解析値と計測結果の示す定性的な傾向は，他

の結果についても同様であったが，形状が10ｍ
角程度の立坑で解析を行った場合，形状ばねに

よる効果はより顕著に現れた。これは和田弥生

幹線立坑の立坑の形状が長辺で20m程度と大き
く，形状ばねによる効果が小さいためと考えら

れる。

4. 連続壁開口部の評価方法

4.1　開口部の評価方法について

  円形立坑及び矩形立坑の施工過程では，最終

掘削終了後，発進坑口の連続壁開口が行われる。
従来の計算では，三次元の詳細なモデルを作成

して解析するか，或いは二次元モデルを用いて，

円形立坑ではリングばねを，矩形立坑では形状
ばねを，それぞれの開口部において設定しない

というモデルを作成して解析するかの２通りの
方法が見られたが，それらの方法は，解析に時

間を要したり，挙動を正確に把握できない等の

問題があった。そこで，これまでの解析により
求まった形状ばねやリングばねを用い，更に開

口部の影響を取り入れた二次元モデルを作成し，
三次元モデルとの整合性を確認することにより，

簡易的かつ実際の挙動に合った二次元モデルに

よる設計計算手法が可能になることが確認され
た。

9.0

泥
水

固

形状ばね

地盤ばね

62.0 110.0

天端ばね(深度 0.0m)
切梁ばね A(深度 3.0m)
切梁ばね B(深度 5.5m)

連続壁

側壁の形状ばね

表3.1　解析を行ったケース
ケース名 計算上の仮定 ばね定数
ケース１ 形状ばねを考慮しない 0
ケース２ 短辺×短辺のばね定数を設定 2.78×103

ケース３ ばね定数に継手部の効果を考慮 1.77×103
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4.2　矩形立坑における評価方法

　開口部施工前に関する解析では，連続壁をは
り，形状効果を形状ばねとしてモデル化したが，

その際，はりで用いる断面剛性および形状ばね

定数は，ともに弾性率と線形関係にあることが
分かっている。図4.1に立坑の構造形状および

開口部を考慮した２次元モデルを示す。開口部
における弾性率は，開口部以外の弾性率よりも

剛性が低下したものと考え，剛性低下率は立坑

の構造形状と開口部の半径により算定する。開
口部における弾性率ESは，開口部以外の弾性率

Eと剛性低下率αSを用いると式⑤のようになる。
同様に開口部における形状ばねKSは，開口部以

外の形状ばねKと剛性低下率αSを用いて式⑥で

表せる。また剛性低下率αSは，縦断方向の剛
性低下率と横断方向の剛性低下率を考え，式⑦

のように表現できる。

図 4.1　矩形立坑における開口部のモデル化
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図 3.2　和田弥生幹線の縦断方向の解析結果

EE SS α= 　　………⑤

KK SS α= 　　………⑥

a
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はり剛性
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4.3　円形立坑における評価方法

  開口部施工前に関する解析では，連続壁をは

り，形状効果をリングばねとしてモデル化した。
その際，はりで用いる断面剛性およびリングば

ね定数は，ともに弾性率と線形関係にあること
が分かっている。図4.2に立坑の構造形状およ

び開口部を考慮した２次元モデルを示す。開口

部における弾性率は，開口部以外の弾性率より
も剛性が低下したものと考える。開口部におけ

る弾性率ECは，開口部以外の弾性率Eと剛性低
下率αCを用いると式⑧のようになる。同様に

開口部におけるリングばねKRCは，開口部以外

のリングばねKRと剛性低下率αCを用いて式⑨
で表せる。

EE CC α= …………⑧

RCRC KK α= …………⑨

　なお，円形立坑における剛性低下率は，開口

部領域内で２つの領域に分けてそれぞれ設定す
る。開口部領域内の分割方法を図4.3に示す。

図4.3より，開口部では２つの領域（領域Ａ，

領域Ｂ）にわけて，剛性低下率を算定する。本
調査では，剛性低下率は開口部施工前での断面

積に対する施工後の断面積の割合とする。よっ
て，剛性低下率は立坑の形状や開口部の半径に

依存することなく一定値となる。領域Ａおよび

領域Ｂにおける剛性低下率を式⑩に示す。
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3
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π ‥‥ 領域Ａ

……………⑩











=Cα
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4
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…………⑩

図 4.2　円形立坑における開口部のモデル化

図4.3　開口部領域内の分割方法

4.4　連続壁開口部の評価方法のまとめ
・矩形立坑の開口部の影響を２次元モデルに取

り入れる場合，開口部での弾性率が低下した
ものと考え，剛性低下率を用いて開口部のは

り剛性および形状ばねを算定することにより，

開口部周辺の挙動を再現できることが明らか
になった。

・円形立坑の開口部の影響を２次元モデルに取
り入れる場合，矩形立坑と同様に，開口部で

の剛性低下率を用いることにより開口部周辺

の挙動を再現できる。ただし，円形立坑の場
合，開口部を２つの領域に分けてそれぞれ剛

性低下率を算定する必要がある。
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