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1. はじめに
近年の市街地における工事では，既設構造物に対す

2. 土留め掘削による近接施工例
(1) 土留め背面の近接杭基礎構造物への影響

る近接施工が多く，工事を安全に進めることはもちろ

土留め掘削時における周辺構造物への影響を検討し

ん，周辺環境に与える影響を最小限に抑制することが

た事例として，構造物荷重を考慮した模型実験および

必要である。そこで，既設構造物や周辺地盤の変形挙

解析事例を以下に示す。

動を事前に予測し，現場計測工法を活用してリアルタ

模型実験装置は，直径 1.6mm と 3mm のアルミ棒を

イムに監視しながら情報化施工を進めるのが一般的で

重量比 3：2 で混合した積層体（γd＝20.4 kN/m2）で地盤

ある。

を模擬し，土留め壁はアルミ板で，切梁はばねを挿入

近接施工による影響の事前予測については，これま
での多くの事例分析から得られた予測手法を用いる場

した円筒形アルミ棒で模擬している（図－1 参照）
。詳
細については，文献 1)を参照されたい。

合があるが，地盤変形と影響要因の定性的な関係を示

一方，模型実験に対応する数値解析として，

す経験則に基づいた手法が多く，必ずしも信頼性のあ

Subloading tij model2)を用いた２次元弾塑性 FEM 解析を

る定量値を正確に予測する手法ではない。一方，周辺

実施している。本モデルは，地盤内の密度や拘束応力

地盤や既設構造物の変形や応力変化も同時に解析する

の変化が地盤特性に与える影響を考慮できる弾塑性モ

方法として，有限要素法（以下，FEM）に代表される

デルである。解析パラメータを表－1 に，アルミ棒積層

連続体モデルを用いる場合があるが，そのほとんどが

体の二軸試験と解析の比較を図－2 に示す。

線形弾性モデルの使用にとどまっているのが実情であ

根入れ長 Lp＝10cm の杭基礎が，土留め壁から背面

る。既設構造物への影響が実務的に問題とならないよ

離隔 Lw＝4cm および 12cm に位置する場合について

うなひずみレベルの小さい領域では弾性解析で対応で

（図－3 参照）
，模型実験結果と FEM 解析結果を比較

きるが，近接構造物への影響が懸念される大きいひず

する。なお，杭基礎には，極限支持力の 1/3 に相当する

みレベルの領域では，線形弾性モデルはせん断ひずみ

15.7N の死荷重が作用しており，また，比較のために杭

の進展程度等の実挙動を表現できないなどの課題が残

基礎がない場合についても示している。
土留め壁の変位分布を図－4 に示す。構造物荷重が

されている。
近接施工の設計や施工では，周辺地盤の挙動を可能

作用する杭基礎が土留め背面に位置する場合は，ない

な限り正確に予測することが重要であることを踏まえ， 場合に比べて土留め壁変形量が大きくなっている。ま
ここでは，近接施工における数値解析の適用事例を示

た，同じ荷重載荷状態の杭基礎がある場合であっても，

した上で，実務的な観点から数値解析を実施する際の

例えば d＝150mm（青い白抜きプロット）で比較すれ

着目点や留意点を示す。

ばわかるように，同じ掘削深度では土留め壁と杭基礎
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図－1 ２次元掘削実験機の概略図

表－1 弾塑性 FEM 解析用の土質パラメータ
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(c)土留め壁と杭基礎の離隔が Lw＝12cm の場合
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図－2 アルミ棒積層体の二軸試験結果と解析結果の比較

図－4 土留め壁変位分布の比較（左側：模型実験結果，
右側：弾塑性 FEM 解析結果，d は掘削深さ）

の離隔が大きくなるほど土留め壁変位量は小さくなり，
Lw＝12cm でも杭基礎荷重の影響を受けている。
土留め背面側および掘削側地盤にてせん断ひずみが
急増する掘削深度において，偏差ひずみ（ε1－ε3）の分
布を図－5 に示す。せん断帯は，掘削部から土留め掘削
側および背面側の地表面に向かって進展しており，特
に土留め背面に杭基礎がある場合には，杭下端に向か

Lw＝4cm
Lp＝10cm

Lw＝12cm

ってせん断帯を形成しているのが特徴的である。また，
杭基礎が土留め壁から近い場合には，２本の杭のうち

Lp＝10cm

離れた側の杭下端に向かってせん断帯が発達している
H

H

ことから，杭基礎の不等沈下が問題になる可能性が考
えられる。一方，土留め壁と杭基礎の離隔が大きくな
るにつれて，偏差ひずみの領域は，遠方の杭基礎に向

図－3 模型実験ケース

かって拡大する傾向にある。
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図－6 土留め壁と背面地盤の変形挙動の関係（計測結果）

(c)土留め壁と杭基礎の離隔が Lw＝12cm の場合
0cm

図－5 土留め背面側の偏差ひずみ分布の比較（左側：模型実験
結果，右側：弾塑性 FEM 解析結果，d は掘削深さ）
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以上のことから，構造物荷重が作用している杭基礎
が土留め背面に位置する場合，土留め壁の変形に伴っ

Amc1

て発達する偏差ひずみは杭に向かって進展しており，
近接度に応じて偏差ひずみの拡大領域について，その

Amc2

大きさや形状に差異があることがわかる。弾塑性 FEM
Amc3

解析は，このような傾向を適切に表現できている。
(2) 実工事における土留め背面地盤の挙動

Alc

軟弱粘土地盤が卓越した開削現場において，土留め

Tsg

壁や土留め背面地盤の変形について計測した現場計測

60°

45°

結果と影響解析結果を比較することによって，土留め
Oc3

掘削時の地盤の応力，変形挙動について検討した事例
を示す。なお，現場状況や詳細な解析条件については，
文献 3)を参照されたい。

図－7 土留め壁と背面地盤の変形挙動の関係（解析結果）

計測によって得られた土留め壁変位分布，背面地盤
内変位ベクトル，背面地表面沈下分布の関係を図－6
に示す。６次掘削終了時までは，土留め壁の変位に引
き寄せられる形で，背面地盤は円弧すべり的に掘削側
深部へ落ち込んでその影響が地表面まで達しており，
地表面沈下分布は，No.2 付近（土留め壁から約 9m 離
れ）で沈下量が最大となる U 字型形状を示した。本挙
動は，土留め壁下端部から背面地表面側に 45°～60°
（主働領域を意識したライン）の範囲内で生じている。

一方，
弾塑性 FEM 解析によって得られた最終掘削時
の変形ベクトルを図－7 に示す。45°～60°の影響ラ
インを解析結果にも示しているが，実挙動よりも背面
側への傾斜が大きいものの類似傾向にあった。弾塑性
FEM 解析は，土留め壁の変位挙動はもちろん，背面側
の地盤変形挙動についてもほぼ適切にその特徴を表現
できることがわかる。
土留め壁と周辺地盤間の摩擦特性の違いが土留め壁
変位分布や土留め背面地表面沈下分布におよぼす影響
6
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について検討するため，土留め壁の掘削側および背面

以上のことから，近接施工時の実挙動を予測する際

側の全体にジョイント要素 4)を挿入し，壁面摩擦角 δ＝

には，地盤特性を適切に表現できる地盤構成モデルを

20°の場合と δ＝90°の場合（剛結状態）について，弾

採用することはもちろん，地盤と構造物の相互作用を

塑性 FEM 解析結果を比較した。

適切に考慮する必要がある。

これらの検討結果を整理した図－8～図－9からもわ
かるように，土留め壁と周辺地盤間の摩擦効果により，

3. 双設トンネルの位置による影響評価

δ＝90°の場合の方が土留め壁の変位量は抑制されて

双設トンネルのモデル実験に対応した数値解析から，

おり，その効果が土留め背面地表面の沈下抑制にも寄

その適用性について検討した。ここでは，先行トンネ

与している。土留め壁の壁面摩擦が壁体変位や背面地

ルと後行トンネルの離隔を固定し，両者の位置関係を

盤の沈下に及ぼす影響については，文献5)でもモデル

変えている。

実験および数値解析で検討しており，わずかな壁面摩

ンネル間の離隔は 0.25B（B：トンネル直径）に固定し，

擦で抑制効果が得られることを実証している。

先行トンネルを中心として下端から天端まで 22.5°ず
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地表面沈下量 (cm)

つ角度を変化させた位置に後行トンネルを配置した。
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1
3

【実測値】

詳細については，文献 6)を参照していただきたいが，
ここでは，先行トンネルの直下に後行トンネルを構築

4
-1

する Case1，斜め 45°下部に構築する Case3，真横に構
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築する Case5 について，モデル実験結果と解析結果を
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3

近接トンネルの配置パターンを図－10 に示す。両ト
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比較する。
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2
3

3.0mm のアルミ棒を積み重ねたアルミ棒積層体をモデ
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図－8 土留め壁と周辺地盤間の摩擦の違いによる地表面沈下
分布の比較
0
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を，後行トンネルとして半径方向に収縮機構を持つト
ンネル掘削装置を所定の位置に設置する。先行トンネ
ルは，直径 B＝100mm, 厚さ 1mm で一定の剛性を有

1st

しており，トンネル自体の変形が可能である。一方，

2nd

後行トンネルは，直径 100mm の剛なトンネルであり，

3rd

-10

ル地盤とし，先行トンネルとして真鍮製のリング模型

半径方向に収縮を与えることができる。両トンネルと
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図－9 土留め壁と周辺地盤間の摩擦の違いによる土留め壁変位
分布の比較
図－10 双設トンネルの位置関係
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図－11 PIV で得られたトンネル周辺部の変位量（Case1）

も地盤内の土圧のバランスに応じて，トンネル自体が
地盤の変形に応じて動ける機構になっている。実験は，
後行トンネルの土被りを 3B に固定した上で，後行ト
ンネルを 4mm 収縮させて掘削を模擬している。地盤
内のアルミ棒の変位は PIV（粒子画像流速測定法）で
計測し（図－11 参照）
，先行トンネル内外面にひずみゲ
ージを貼り付けてひずみ量を計測した。
数値解析では Subloading tij model2)に基づく２次元弾
塑性 FEM 解析（解析コード: FEMtij-2D）を実施した。
先行トンネル掘削は，70%応力解放した後に先行トン

(a)模型実験結果

(b)弾塑性 FEM 解析結果

図－12 各トンネル周辺部に発生する偏差ひずみ（ε1－ε3）分布
の比較

ネル覆工（梁要素）を追加し，残りの 30%を解放する。
次に，後行トンネル内部の要素面積を 15.36%収縮させ
ることによって掘削を模擬したが，これは，トンネル
半径を一様に 4mm 縮めた量に相当する。
(2) 地盤の挙動
後行トンネル掘削後の偏差ひずみの分布について，
モデル実験と弾塑性FEM 解析の結果を図－12 に示す。
偏差ひずみ分布については，いずれのケースも概ね
実験と解析で良く対応しているが，拡大領域は実験の
ほうがやや大きい。また実験では，すべり線のような
連続した偏差ひずみの大きい領域が後行トンネルから
先行トンネル側に発生し，地表面近くまで観察されて
いる。一方，弾塑性 FEM 解析では，すべり線は明確で
はないものの，同様の傾向が得られている。
(3) 先行トンネルの挙動
図－13 左側は，実験結果から計算した先行トンネル
覆工の曲げモーメントと弾塑性 FEM 解析結果の曲げ
モーメントを重ね書きしている。また，図－13 右側は，
先行トンネル覆工に発生するひずみ量について，実験
結果と解析結果を比較した。なお，いずれも後行トン

図－13 先行トンネル覆工に発生する曲げモーメント分布
およびひずみ分布の比較

ネル掘削時の影響のみを抽出した変動量で示している。
8
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接度に応じて偏差ひずみの拡大領域の大きさや形
状が異なることに留意が必要である。
(2) 近接施工時の実挙動を予測する際には，地盤特性
を適切に表現できる地盤構成モデルを採用するこ
とはもちろんのこと，地盤と構造物の相互作用を適
切に考慮する必要がある。
図－14 既設トンネル下部を新設トンネルが斜横断掘削した際
に実測された既設トンネル覆工の変形パターン 7)

(3) 先行トンネルに近接して後行トンネルを構築する
双設トンネルの場合，両トンネルの位置関係によっ

どのケースも後行トンネルに近い位置で負の曲げモ

て先行トンネルに発生する曲げモーメント（作用応

ーメントが発生し，後行トンネル方向と直交する位置

力）や両トンネル間に発生する偏差ひずみの発達状

で正の曲げモーメントが発生する傾向が，実験でも解

況が異なることに留意が必要である。

析でも見られる。これは，後行トンネルの掘削により，

(4) 近接施工に伴う既設構造物への影響を予測する場

先行トンネルでは後行トンネル方向と直交する方向に

合，地盤を線形弾性モデルで仮定することの限界を

圧縮される変形が生じることを意味する。図－14 は，

踏まえるべきであり，特に，ひずみレベルが大きく

既設トンネル下部を新設トンネルが斜横断掘削した時

なる場合には，地盤と構造物の相互作用の合理的な

の実測された既設トンネルの変形のパターンを示して

評価をおこなうため，地盤特性を適切に表現できる

7)

いるが ，新設トンネルが何れの位置にあっても，既設

地盤構成モデルを採用した弾塑性 FEM 解析の適用

トンネルは新設トンネル方向と直行する方向に圧縮変

が必要である。

形するなどの類似傾向が実工事でも計測されている。
なお，図－12 の偏差ひずみが大きい部分と重なる付近
で曲げモーメントがより大きくなっているのも特徴的
である。
以上のことから，先行トンネルに近接して後行トン
ネルを構築する双設トンネルの場合，両トンネルの相
対的な位置関係によって，先行トンネル覆工に発生す
る曲げモーメントには差異があり，後行トンネル掘削
時に応力解放すると，後行トンネル側に負の曲げモー
メントが，後行トンネル方向と直交する方向に正の曲
げモーメントが卓越する。このような先行トンネルへ
の影響や，双設トンネル間で大きなせん断ひずみが発
生する傾向は，モデル実験結果と弾塑性 FEM 解析結
果でほぼ整合する。

3. おわりに
本稿では，近接施工における数値解析の適用事例を
示した上で，実務的な観点から数値解析実施時の着目
点や留意点を示した。まとめを以下に示す。
(1) 構造物荷重が作用している杭基礎などが土留め背
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る偏差ひずみは，背面構造物に向かって進展し，近
9

69 (2), 2021

