
4-(1)-1 勝島ポンプ所発進立坑における 

山留壁の挙動及び設計計算手法に関する検討 
計画調整部 技術開発課 

平川 正道、成島 道清 

１．はじめに 

 東京都内における下水道施設立坑は大深度化し、また、立坑に近接して重要構造物が輻

輳している状態にある。特に、鉄筋コンクリート山留壁で構成する深い矩形立坑を安全か

つ経済的に構築するためには、立坑掘削時における作用荷重の変化、山留壁の発生断面力

及び変形挙動についての予測及び設計計算手法を明らかにする必要がある。  
 本調査は、平成 11 年度に提案された『深い矩形立坑山留壁の三次元的拘束効果を考慮

した計算手法による解析結果』とそれに基づく設計検証を行った『勝島ポンプ所発進立坑

の計測結果』を比較して、提案設計計算手法の妥当性の検討を行うとともに、深い矩形立

坑の山留壁の設計計算手法の今後の展開について検討することを目的とした。  
 

  
図－１ 勝島ポンプ所連絡管シールドトンネル発進立坑位置図および山留壁模式図  

 
 
２．調査内容 

２．１ フロー図 

  START 
               ↓     

【Ⅰ】準備作業 
■現場施行工程確認と計測データ収集 
■平成 11 年度検討内容のレビュー 
■関連文献資料収集 
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               ↓ 
   【Ⅱ】調査結果の整理分析 

■ 計測結果の整理・分析 
■ 計測結果に基づく立坑山留壁掘削時の挙動分析 

               ↓ 
   【Ⅲ】解析結果の整理分析 

■ 比較データの選定と比較図表作成 
■ 設定外力の妥当性確認 
■ 設定形状ばねの妥当性確認 
■ 計算手法の有効性評価 
           ↓ 

   【Ⅳ】検討結果の取りまとめ 
■ 本設計手法に関する今後の方向性検討 
■ 結果の取りまとめと報告書作成 

               ↓ 
               END 
【Ⅰ】準備作業 

■現場施行工程確認と計測データ収集 

勝島ポンプ所発進立坑の計測は、施工時山留壁の安定性確認及び首都高 1 号線高架橋基

礎等の近接構造物の安全性監視のため、現場施工管理の一環として行われた。各施工ステ

ージの詳細な施工工程及び設計条件との相違を確認する。  
■平成 11 年度検討内容のレビュー 

 準備作業として、平成 11 年度検討業務における解析モデル、入力定数、計算ステップ

などの解析条件を確認するため、平成 11 年度検討業務の成果をレビューし、必要な比較

データを抽出する。  
■関連文献資料収集 

 本検討業務の成果として、深い矩形立坑の山留壁の設計計算手法に関する技術資料を作

成するため、深い矩形立坑の設計計算手法に関連する既存の技術資料を収集し、設計計算

手法の現状を把握する。  
 
【Ⅱ】調査結果の整理分析 

■計測結果の整理・分析 

 現場計測は、立坑山留壁の変位量、山留壁内外に作用する土圧と水圧、支保工の作用反

力及び山留壁の発生断面力などの項目について行った。計測結果の整理・分析は、各計測

項目の時系列変化、代表施工ステージにおける各種計測値の山留壁深さ方向の分布及び、

平面方向の分布について行う。  
■計測結果に基づく立坑山留壁掘削時の挙動分析 

 計測結果に基づく立坑山留壁掘削時の挙動分析は、各施工ステージにおける山留壁の鉛

直・水平方向の変形モード、いわゆる矩形立坑の形状効果（3 次元的変形拘束効果）につ

いて確認する。  
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【Ⅲ】解析結果の整理分析 

■比較データの選定と比較図表作成 

 解析結果と計測結果の比較データと比較項目は、解析条件に合わせて選定し、比較項目

に応じた比較図表を作成する。  
 具体的には、  
 ①解析の設定荷重と実測土圧・水圧との比較  
 ②立坑山留壁の変位分布と変形モードとの比較  
 ③立坑山留の発生断面力（曲げモーメント）の比較  
 を行う。  
■設定外力の妥当性確認 

 上記の比較により、解析における設定荷重の妥当性を確認する。  
■設定形状ばねの妥当性確認 

 提案された解析モデルでは、立坑山留壁の変形に関する 3 次元的変形拘束効果を形状ば

ねによりモデル化し、立坑の拘束効果を考慮している。上記、Ⅲの各項目の比較により、

解析モデルにおける設定形状ばねの妥当性を確認する。  
■計算手法の有効性評価 

 上記比較検証結果の総合評価として、提案された３次元的変形拘束効果を考慮した立坑

山留壁の設計計算手法の有効性を確認する。  
 
【Ⅳ】検討結果の取りまとめ 

■本設計手法に関する今後の方向性検討 

 上記【Ⅰ】～【Ⅲ】の検討結果をもとに、提案された３次元的変形拘束効果を考慮した

立坑山留壁の設計計算手法に対して、モデル化、設定外力、設定形状ばねの妥当性及び課

題など、今後の方向性に係る項目について取りまとめる。  
■結果の取りまとめと報告書作成 

 本検討業務の成果品として、上記各項目の検討結果を取りまとめ、深い矩形立坑の山留

壁の設計計算手法を確立するための、基礎資料とする。  
 なお、計測結果整理の項目と数量は、以下のとおりである（計測断面の位置は後述計測

断面配置図を参照されたい）。  
■計測結果の時系列整理 

 ・山留壁の水平変位：2 断面（断面①、②）  
 ・山留壁に作用する土圧・水圧：1 断面（断面②）  
 ・支保工反力：2 方向（断面①、②の方向）  

・ 山留壁の発生断面力（曲げモーメント）：5 断面（断面①、②、A、B、C）  
■深さ方向分布図の整理：17 施工ステップ（表-１）  
 ・山留壁の水平変位（断面①、②）  
 ・山留壁に作用する土圧・水圧（断面②）  
 ・支保工反力：（長辺方向）  
 ・山留壁の発生断面力（曲げモーメント）：（断面①、②、A、B、C）  
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■水平方向分布図の整理：各施工ステップに対する整理  
 ・山留壁発生断面力（山留壁鉛直方向曲げモーメント）  

：（長辺方向、短辺方向）  
２．２ 計測位置 

   
 図－２ 計測断面位置及び設置計測機  

GL-0.0m
STEP－0 １次掘削開始

１段支保工 GL-0.7m

STEP－1 １次掘削終了 ＧＬ-2.0m
STEP－2 ２次掘削開始

２段支保工 ＧＬ-3.7m

STEP－3 2次掘削終了 GL-5.0m
STEP－4 ３次掘削開始

３段支保工 GL-6.7m

STEP－5 3次掘削終了 GL-8.0m
STEP－6 ４次掘削開始

４段支保工 GL-9.0m

STEP－7 ４次掘削終了 GL-11.0m
STEP－8 ５次掘削開始

５段支保工 GL-12.3m

STEP－9 ５次掘削終了 GL-14.0m
STEP－10 ６次掘削開始

６段支保工 GL-15.8m

STEP－11 ６次掘削終了 GL-17.0m
STEP－12 ７次掘削開始

７段支保工 GL-18.8m

STEP－13 ７次掘削終了 GL-20.0m
STEP－14 ８次掘削開始

８段支保工 GL-21.8m

STEP－15 ８次掘削終了 GL-23.0m
STEP－16 9次掘削開始
STEP－17 9次掘削終了 GL-26.1m  

表-１ 施工ステップ 

３．調査結果 

３．１ 鉛直方向水平変位 

 山留壁の水平変位の深さ方向分布は、長辺中央部（断面①）と、短辺中央部(断面②)に

     
 

発進立坑  
連続地中壁  
ｔ＝1500 

 

② 

A 

B 
C ① 

断面 A：鉄筋計  
断面 B：鉄筋計  
断面Ｃ：鉄筋計  
断面①：鉄筋計、傾斜計測管  
断面②：鉄筋計、傾斜計測管、

    壁面土圧計、  
    壁面間隙水圧計  
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ついて図－３に示す。長辺方向は掘削側へ変位するのに対して、短辺方向は掘削深度により、

変位方向に変化が見られた。掘削深度 GL－20.0m より深い領域では、掘削側へ変位するものの、

それより浅い領域では、背面側へ変位する傾向を示した。 

       
      図－３ 鉛直方向水平変位計測結果（長辺中央・短辺中央）  
 

３．２ 水圧 

 山留壁に作用する背面側の水圧は、概ね静水圧分布と一致しており、掘削に伴う変動は小さい。

掘削側の水圧は、掘削に伴う水位下降により減少していることが確認された。 
 

３．３ 鉄筋応力 

 山留壁の長辺中央(断面①)、長辺 1/4(断面Ｃ)、短辺中央(断面②)の発生鉄筋応力は、土留め

の鉛直方向の曲げが卓越するため、背面側と掘削側がほぼ対称となっているのに対して、短辺

1/4(断面 A)と角部(断面 B)の発生鉄筋応力は、背面と掘削側の対称性がない。これは、短辺側

および角部の発生鉄筋応力が比較的に小さいことによるものと考えられる。 
 

３．４ 発生曲げモーメント 

 山留壁の発生曲げモーメントの深さ方向分布は、長辺中央（断面①）、短辺中央（断面②）、短

辺 1/4（断面 A）、角部（断面 B）、長辺 1/4（断面 C）の５測線について、図－４に示す。発生曲げ

モーメントは、長辺中央（断面①）と長辺 1/4（断面Ｃ）で大きな値を示し、何れも、8 次掘削終了後

が大きくなっている。また、短辺方向および角部の発生曲げモーメントは小さい値を示した。 
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図－４ 鉛直方向発生曲げモーメント計測結果 

４．解析手法 

４．１ 形状ばねの設定 

矩形形状を持つ立坑の３次元的拘束効果を概念的に表したものを図－５に示す。剛性の

高い地中連続壁を用いて構築された矩形立坑では、角部の構造的な剛性ならびにそれぞれ

の側壁が他の辺に対して、切梁の作用が働くことに由来する立坑変形の拘束効果を発揮し

ていることが考えられる。これらの効果は、立坑の持つ鉛直方向の剛性の他に、水平方向

の剛性も同時に発揮されることによるものと考えられる。このような立坑の持つ形状によ

る変形拘束効果を立坑の構造解析に取り入れるのが、形状ばねの概念である。具体的には、

周囲地盤の作用土圧による立坑の変形に対して抵抗するように、立坑の深さ方向に均一の

分布ばねを導入することである。 

          

図－５ ３次元的変形拘束効果のモデル化 
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５．解析結果と計測結果の比較 

５．１ 設定土圧と実測土圧の比較 

設定土圧と実測土圧の比較を図－６、図－７に示す。５次掘削終了時点においては、設定土

圧と実測土圧に大きな差が見られるが、９次掘削終了時点においては、設定土圧と実測土圧が

概ね一致していることが確認された。9 次掘削終了時点において、山留壁の変形量及び発生断

面力が最も大きくなり、山留壁の構造設計はこの時点での条件によることから、設定土圧は山留

壁の構造設計に対して妥当なものと言える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－６ 断面①：短辺中央、掘削側     図－７断面①：短辺中央、背面側 

 
５．２ 山留変位の比較  
山留壁鉛直方向水平変位分布の計測結果と解析結果を図－８、図－９に示す。 
①山留壁の変位分布モードは、計測結果と解析結果が概ね一致している。 
②山留壁の水平変位は、計測結果に比べて解析結果の方が大きい値となっている。最大変位

量は、計測結果が解析結果の半分程度となっている。 
③形状ばね考慮の有無による山留壁水平変位の相違は、GL－15.0m より浅い範囲内で顕著

であり、それより深い範囲では両者の差異は殆ど認められない。また、 形状ばね定数に対する

継手効果及び偏土圧効果の低減率を考慮しても、解析結果ではそれぞれの差異が殆ど認めら

れない。 
５．３ 山留発生曲げモーメントの比較 

山留壁発生曲げモーメントの計測結果を解析結果を図－１０、図－１１に示す。 

①山留発生曲げモーメントの分布は、ばらつきがあるが、計測結果と解析結果が概ね

一致した傾向を示す。 

②山留発生曲げモーメントの大きさは、計測結果と解析結果が同程度である。最大曲

げモーメントは、発生位置が若干ずれているが、大きさはほぼ同じである。 

③形状ばね考慮の有無による山留壁発生曲げモーメントの相違は、水平分布とはぼ同
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じく、GL-15.0m より深い範囲では両者の差が殆ど認められない。形状ばね定数に対す

る継手効果及び偏土圧効果の低減率を考慮しても、解析結果では、それぞれの差異が

殆ど認められない。 

 ■水平変位分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－８ 断面①長辺中央          図－９ 長辺中央 

施工 STEP-９（5 次掘削終了）       施工 STEP-１７（9 次掘削終了） 

 

 ■曲げモーメント分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１０ 断面①長辺中央         図－１１ 長辺中央 

施工 STEP-９（5 次掘削終了）       施工 STEP-１７（9 次掘削終了） 
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５．４ 設定外力の妥当性 

 前述したとおり、５次掘削終了時点においては、設定土圧と実測土圧に大きな差が見られるが、

９次掘削終了時点においては、設定土圧と実測土圧が概ね一致している。解析結果から、全施

工過程において、９次掘削終了時点における山留壁の変形量及び発生断面力が最も大きくなり、

山留壁の構造設計はこの時点の解析結果が適用されることから、設定土圧は山留壁の構造設計

に対して妥当なものと言える。 
５．５ 形状ばねの妥当性 

 山留壁の水平変位及び発生曲げモーメントの計測結果と解析結果の比較から、水平変位には

計測結果と解析結果に相違が生じているのに対して、発生曲げモーメントには、両者の差が殆ど

認められない不整合な状況が確認された。これは、今回取り上げた形状ばねのみならず、弾塑性

モデルによる山留壁の構造解析手法そのものにもなんらかの問題点があることを示唆するものであ

る。形状ばねの考慮により、山留壁の発生曲げモーメントに対する影響は明確な傾向を示さない

が、水平変位に対しては、よい計測結果が得られており、妥当なものと言える。山留壁の変形のみ

に注目すると、形状ばねを考慮した解析がより実現象に合致すると考えられる。上記の不整合な

状況もあるため、形状ばねの妥当性について、今回の検討結果のみでは、明確な結論が得られな

いが、矩形立坑掘削時の挙動を考慮すると、適切な形状ばねを設定することによって、より実現象

に近づく結果が得られると思われる。 
５．６ 設計計算手法の有効性評価 

以上の分析により、今回取り上げた勝島ポンプ所連絡管シールドトンネル発進立坑の事例では、

構造検討面で言えば、形状ばね考慮の有無が山留壁の発生最大曲げモーメントに殆ど影響しな

いため、それほどのメリットは見出せない。その原因の１つとして、山留壁に作用する背面側の地盤

ばねに比べて、掘削面に与える形状ばねがかなり小さく、約 1/10 程度になっていることが考えられ

る。一方、山留壁の変形に関しては、形状ばねを考慮することによって、より計測結果に近づく結

果が得られており、形状ばねを考慮して設計計算手法は有効なものと言える。また、長辺中央位

置を基準とした形状ばね定数に比べて、短辺中央位置を基準としたものの方が約３倍程度大きく

なり、特に近接施工など、山留壁の変形予測が重要な場合は、形状ばねを考慮した設計計算手

法がより実現象に合致する結果が得られると考えられる。 
６．検討結果のまとめと今後の課題 

６．１ 現場の計測結果に基づく矩形立坑山留壁掘削時の挙動について 

①  掘削時山留壁鉛直方向の変形モードとして、掘削過程における山留壁の水平変位は、

長辺方向の掘削側へ変位するのに対して、短辺方向の変位量は小さく、掘削工程が進む

（６次掘削終了あたりから）につれて、GL－20.0m より浅い領域では、背面側へ変形する傾

向を示す。これは、辺の長さの比較的短い四角形の形状を持つ立坑が周辺の土圧作用に

より、連続フレームとして挙動することによるものと考えられる。つまり、山留壁の壁厚による

鉛直方向の曲げ剛性のみならず、形状による平面フレームとしての剛性（軸剛性を含む）も

周囲地盤の土圧に対する抵抗に寄与するものである。したがって、今回のような立坑の山留

壁の掘削時の変形挙動は立坑の形状に支配される３次元的なものであり、このような形状

効果を設計に反映する必要があると考えられる。 
②  掘削時山留平面方向の変形モードとして、発生鉛直方向曲げモーメントは短辺に比べて、

長辺の方がかなり大きくなっており、長辺と短辺の発生断面力に大きな相違が生じているこ
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と、また、中央断面に比べて角部の発生曲げモーメントが極端に小さくなることが確認されて

おり、今回のような形状を持つ立坑は、平面形状による立坑の発生断面力の影響、いわゆ

る形状的効果があると言える。これらの挙動は、長辺と短辺方向の地盤状況及び近接構造

物の配置状況によることも考えられるが、角部の発生断面力が極端に小さくなっていること

から、立坑の持つ平面的な形状による変形の拘束効果ならびに断面力の低減効果が大き

いと考えられる。 
③  上記①と②から、今回の検討対象である辺の長さが比較的小さく、十分な断面剛性を持

つ立坑は、鉛直方向の曲げ剛性のみならず、平面的な形状による変形の拘束効果（３次元

的変形拘束効果）も十分期待できることが分かった。これらを反映した立坑の構造検討はよ

り合理的になることが考えられる。 
６．２ 提案設計計算手法の妥当性について 

①  設定外力として、立坑山留壁の発生曲げモーメントが最も大きくなった最終掘削

過程において、設定土圧が概ね計測土圧と一致しているため、設計計算手法の外力

設定は妥当なものであると判断される。  
②  形状ばねの妥当性について、今回の解析結果から、山留壁の変形予測において、

形状ばねを考慮することによって、より計測結果に合致する結果が得られており、

形状ばねの考慮は妥当なものと言える。一方、山留壁の発生曲げモーメントに対し

て、形状ばねの考慮の有無が解析結果に顕著な差異を示さなく、また、計測結果と

もある程度の隔たりが生じているため、解析モデル（形状ばねの与え方）を含めて、

形状ばね定数に対する感度分析が必要と思われる。  
③  提案設計計算手法の妥当性について、検討結果から、今回対象事例では、構造断

面で言えば、形状ばね考慮の有無が山留壁の発生最大曲げモーメントに殆ど影響し

ないため、それほどのメリットは見出せない。一方、山留壁の変形に関しては、形

状ばねを考慮することによって、より計測結果に近づく結果が得られており、形状

ばねを考慮した設計計算手法は有効なものと言える。また、長辺中央位置を基準と

した形状ばね定数に比べて、短辺中央位置を基準としたもののほうが約３倍程度大

きくなり、特に近接施工など、山留壁の変形予測が重要な場合は、形状ばねを考慮

した設計計算手法がより実現象に合致する結果が得られると考えられる。  
７．提案設計計算手法に対する今後の課題 

 今回の検討結果を踏まえて、提案設計計算手法の今後の課題として、以下のことが挙げ

られる。  
①  今回の検討では、提案設計計算手法による立坑山留壁の構造検討に対して、形状

ばねによる発生断面力の低減効果が低いことが確認された。山留壁の構造諸元及び

周囲の地盤状況が変わった場合、解析結果にどのような影響を及ぼすかについて見

極めることが重要である。  
②  今回の検討結果から、山留壁の継手効果及び偏土圧による影響が明確に確認でき

なかったため、これらの要因による影響が議論できないが、荷重条件ならびに周囲

の地盤条件が変わった場合、上記要因による影響がどう変わるかを明らかにする必

要がある。  
③  立坑の３次元的な変形拘束効果は、種々の要因が複雑に絡み合っており、一事例
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のみでは、当該現場の特殊な状況による影響も考えられるので、一般性を見出すに

は、検討事例を重ねて、総合的に検証することが望まれる。  
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