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要 約

本工事はタイ国初の地下鉄建設工事であ り,地下駅の構築と駅間の トンネルの建造を含んでいる.

シール ド機による トンネル掘進作業 と地下駅内部の掘削作業が同時に進行するため,工程上の制約

を考慮 した結果,開削中の地下駅内部を仮設セグメントを用いたシール ド掘進により通過すること

に決定した.

地下駅内部に設置された トンネルは,地下駅の掘削中においても切羽における掘削土の搬出等の

トンネル作業のために使用されるため,地丁駅内部の掘削進行に伴 うトンネルに対する作用荷重の

変化に対 して十分な耐力を保持する必要があった.

本文は,地下駅通過部分に設置される仮設セグメントに対 して行った設計検討および施工時の現

場計測についてまとめたものである.
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§1+はじめに

本工事は,南北2工区に分けて発注されたタイ国初の

地下鉄工事 (路線延長約23km,地下駅18駅および操車

場)のうち,北工区工事である.設計施工一括契約によ

る本工事 (路線延長約12km)には9つの地下駅の構築お

よび駅間を連結するシール ドトンネルの建造が含まれる

(図-1参照).

最少のシール ド機台数により各駅間の トンネルを工期

内に施工する目的から,各地下駅の工事工程を考慮 した

総合的な トンネル掘進計画の検討を行い,開削中の地下

駅内部を仮設セグメントを用いたシール ド掘進により通

過する事に決定 した.

その結果,セグメント設置後の地下駅内部の掘削進行

に伴い, トンネルに対する鉛直荷重 (土被 り圧)が減少

*バンコク地下鉄工事事務所

するが,水平荷重 (側方土圧)は増大するような特殊な

荷重条件に対する トンネルセグメントの設計が必要 とな

った.

以下,開削中の地下駅内部に設置される仮設セグメン

トに対 して行った設計検討および施工時の現場計測につ

いて述べる.

§2.工事概要

2-1 全体工事

工事名 :首都圏高速鉄道チャロム ･ラチャモンコン線

(北工区)

企業先 :首都圏高速鉄道公団 (MRTA)

工 期 :平成9年8月～平成14年8月 (5年間)

工事場所 :タイ国バンコク市内北部

施工者 :イタリアンタイ ･大林組 ･西松建設共同企業体

主要工事数量 :-

① シール ドトンネル :

本線 -内径や5.7m,延長約8kmx複線 (南北行)

引込み線-内径05.7m,延長約0.7kmx単線

② 開削 トンネル :延長約1.0km

③ 地下駅 :

9駅 (各駅の長さ約230-350m),総延長約2.5km

④ 換気 ･連絡立坑 :5ヶ所

(む 建築設備工事 :
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図-1 北工区路線図

駅内の仕上げおよび換気,空調,防水,排水,電力,

防火等の各設備

以上全体工事のうち,当社が担当した開削中の地下駅内

部通過のシールド掘進工事に関わる工事内容を次項に示

す.

2-2 工事内容

シール ド機 (北行線用および商行線用の2機)はティ

アムルアムミット駅 (略称S12)を発進後,プラチャラ

ットバンペン駅 (同S13)およびステイサン駅 (同S14)

を掘進通過し,ラチャダ駅 (同S15)に到達する.この

間のシールド掘進工事は延長3,436m (各線)となる (図

-1参照).

掘進通過の駅となるS13およびS14の地下駅において,

シール ド機は駅部を駅内部の異なる掘削深さにおいて掘

進通過する.地下駅内部に設置された仮設のセグメント

は,シール ド機が最終のS15に到達するまで掘削土搬出

等の トンネル掘進作業通路として使用した後,駅内部の

量終掘削時に解体 ･撤去される.

$3.設計条件

3-1 構造物

(1)トンネルセグメント
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地下駅内部のシール ドトンネルに設置される仮設のプ

レキャス トRCセグメントリングの仕様 (内径5.70m,幅

1.20m,厚 さ300mm,コンクリー トの設計基準強度40

MPa)は,本線部のシール ドトンネルに設置される本

設のセグメントリングと全く同じものである.

(2)地下駅

開削により構築される地下駅 (S13およびS14)は幅23

m,長さ228mで,地下駅内部の最終掘削深 さは約23m

である.掘削時の土留壁 として地中連続 (RCコンクリ

ー ト)壁 (壁厚1000mm, トレミー ･コンクリー トの設

計基準強度40MPa)が駅外周部に造成され,最終的に

は駅の外壁として本体利用される.地下駅内部の掘削は

逆巻工法により行われ,掘削の進行に伴い仮設の山留め

鋼材の設置および本設となるコンクリー ト床版(上床版,

中床版および底版)の打設が順次行われた.

3-2 土質条件

当該地盤はバンコクの典型的な地質構成を示す もの

で,地表面下約2m厚の表層 (風化粘土)下には,軟弱

粘土層 (13-16m厚),硬質粘土層 (約6m厚),さらに

その下に砂層が存在した.この砂層には薄層またはレン

ズ状の硬質粘土層が含まれていた.

地下水位については,過去長期にわたる深井戸による

地下水の汲み上げのため,砂層および硬質粘土層中の間
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隙水圧は著 しい低下を示 しており,砂層中において観測

された現在の地下水位表面は地表面下約23mであった.

地下駅内において, トンネルはほぼ下半分が硬質粘土

層中に位置し, トンネルの中心が軟弱粘土層との境界位

置 (地表面下17,85m)にほぼ一致 していた,また,地

中連続壁の深さは地表面より約32.5mであ り,砂層中の

根入れは9.0mであった (図-2および表-1参照).

主監星盆 地 亙
100m 23OOm 1OOm

図-2 地下駅断面図

義-1 設計土質定数

土層

二ヒ質定数 (単位) 表 層 軟 弱粘土f百 硬 質粘土層 砂 屑

γ kNm3 18 16 19 19

¢ー 皮 25 20 26 36

Cu kPa 5000 (1) (2) -

Ec'(0.1%癖) kPa 20000 430Cu 850Cu 2500N仏(3)

Ecー(1.0%*) kPa 20000 200Cu 350Cu 2000Nか▲(3)

Erl(1.00/o*) kPa - 3Ect 2Ecー 3Ec'

Eu.C(0,1%*) kPa 25000 500Cu 1000Cu -

Eu.C(1.00/o率) kPa 25000 225CLl 400CLl -

Eu.r(1,0%潅) kPa - 3Eu.C 2Eu.C -

V - 0.30 0.30 0.30 0.25

V - 0.50 0.50 0.50 -

Koー - 0.75 0.75 0.65 0.50

上表中において,

γ:単位体積重量

¢l:有効内部摩擦角度

Cu:非排水せん断強度

(1)Cu-2D+5(ただし,15≧Cu≧50)

(2)Cu-50-7.8×(15-D)

D:地表面からの深度 (m)

N｡O:標準貫入試験倦 (N値)

(3)N6O-20-0.78×(16-D)

串対応するせん断ひずみ

開削中の地下駅を通過するシールドトンネルに関する設計について

EcrEu.C:排水/非排水ヤング率 (載荷 一再載荷時)

Er7Eu.r:排水/非排水ヤング率 (除荷時)

V事V :排水/非排水ポアソン比

Ko'Ko:排水/非排水側方土圧係数

隻4.言受計検討

4…1 設計モデル

地盤と構造物との間の相互作用のモデル化には,地盤

中の応力ひずみ分布およびセグメント内の断面力と変形

を含む,地盤と構造物の完全なモデル化が可能である2

次元有限変位解析法l)を適用 した.

(1)地盤モデル

構造モデルにはモール ･クーロンの弾塑性破壊基準を

適用 し,セグメント内の応力に対 しては全応力解析とし

た.また, トンネル掘削による応力解放(地盤のゆるみ)

については影響が小さいため考慮 しなかった.

トンネルと地中連続壁間の相互作用は短期的なもので

あるため,非排水条件下の粘土の土質定数を適用 し,強

度および変形に関する土質定数は等方的であるとみなし

深度の関数とした (表-1参照).

トンネルと地中連続壁間の相互作用の検討において

は,合成地盤モデルを適用した. トンネル周辺地盤に対

しては一般的に0.1%のせん断ひずみに対応する地盤剛

性 (ヤング率)を適用 したが, トンネル外周か ら3.0m

(:トンネル半径 とほぼ同じ)の範囲の地盤に対 しては

トンネル建造の影響を受けるので,低減 した地盤剛性

(1.0%のせん断ひずみに対応するもの)を適用 した.さ

らに, トンネル掘削時の除荷による非現実的な浮上 りを

防止するため,地盤の弾性的性状を考慮 し, トンネルイ

ンバ- 1､下部の地盤には除荷時の地盤剛性 (1.00/Oのせ

ん断ひずみに対応するもの)を適用 した(図-3参照).

図-3 剛牲-せん断ひずみモデル
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(2)地中連続壁モデル

地中連続壁は1次元弾性特性をもつ連続部材として,

また,壁と周辺地盤間の朋互作用については,水平方向

および鉛直方向の接合部材(バネ)としてモデル化した.

水平方向のバネは,壁と周辺地盤間の力の伝播が両者の

相対的剛性により支配さゴ1るため非常に剛であるものと

して設定し,鉛直方向 (せん断)のバネ定数は地盤のせ

ん断定数に基づき設定した.

本設のコンクリー ト床版と仮設の山留め鋼材は,地中

連続壁にピン結合さjtた圧縮力のみが作用する梁部材と

してモデル化した.

(3)セグメントモデル

仮設のRCセグメント内に発生する断面力の解析にお

いては,セグメントリングが,たわみ剛性を低減した,

継手のないセグメントから構成される梁部材 (Continu-

ousBeamLining)であるとしてモデル化した.

ここで,継手と継手部のセグメント厚の減少を考慮し,

セグメントリングのたわみ剛性は,各セグメントリング

内のセグメントの数 (キーセグメントは除く)および継

手部と一般部のセグメントの剛性を):恥 ､る,MuirWood

の方法2)により低減した.

4-2 設計基準

仮設セグメントの鉄筋コンクリー ト断面の検討におい

ては,BS 8110L"に従い,限界状態に対する設計を行っ

た.

仮設 (短期間使用)のセグメントであるため,構造耐
力の照査に際して,低減した荷重係数 :γ-1.2(永久構

造物に対 しては1.4)を用い,材料に対する部分安全係

数についても以下のように低減した :-

コンクリー ト:ym-1.30(同上1.50)

鉄筋 :γ,ユニ1.05(伺上l.15).

また,使矧眼界状態設計 (許容ひびわれ幅等の検討)

は,仮設セグメントであるため行わなかった.

4-3 検討ケース

シール ドトンネルの掘進通過時における,地下駅内部

の掘削深度は,地下駅およびシールドトンネルの工事工

程およびその進捗度により異なってくる.そのため,当

初掘進工程に対するシール ドトンネルの掘進通過地下駅

への到達予定時期として,以下の3つの異なる到達時期 :

A)当初掘進工程より早い到達

B)当初掘進工程通りの到達

C)当初掘進工程より遅い到達

をia-初にシール ド機が到達するS13駅に対して想定 し,

そjtぞれに対する地下温田内部の掘削深さを当初掘削工程

に基づき設定し,検討ケースとした (表-2および図-

4参照).
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秦-2 検討ケース

検討ケース トンネル到達特における地下駅内部の掘削状況

当初掘進工程に対するトンネルの到達時ifjJ 掘削深さ:De(m) 掘削段階

A 当初工程より早い 1.75 ①

B 当初二王二校通 り 5.25 ②

上表中において,

Dt:地表面からトンネル頂部までの深度(-13.25m)

I00m 2300m

H 1段目切梁 GL_085m lLl 現場 面(Btfo.I

重 恩妾 農園 -掘削段階①(Gトー_75m) *! GL一一.85mJL:GL一一785- -=∴

r 2段目切梁 GL-4.70m

触 馴 段階②(GL-5.25m) 桝 遥継 -上床版 [GL-7_75m
& {++++++++rj++A+i+++jj++W1++++++i+jjj+++jjj+++jj

iI音 義:十や†甲i 貼 掘削段階③(GL-9.20m)

iZZ湖 中床版 -Gトー3.15m 筆筒棚w eL- +12L+++芝LM ++A+B am7ZZ疫 W

農に石打 提削段階④(GL14.35m)

'か≡._-輿 --慧 聖霊-'-≡:≡ ,': -i7--7 " -

~ ･.コ之.__

図-4 掘削段階図

4-4 検討結果

本線部の トンネルに設置される本設のセグメントの主

鉄筋量には トンネルの設置深さに応じて2つの異なるセ

グメントタイプがある(表-3参照).全延長の約60%の

範囲において主鉄筋量の大きいタイプBが適用された.

表-3 セグメントの主鉄筋量

セグメント 鉄筋の 主鉄筋ji:_:(庄前側鉄筋を含む)

タイプ (mml'm) (kgm)

A SDLiO 1.570 82.9

地下駅内部の掘削深さ (De)と地表面下よりの トン

ネル頂部の深さ (Dt)との比とセグメントの構造検討

結果より得られた必要主鉄筋量 (As.req)とセグメント

タイプBの主鉄筋量 (As.std)との比の関係を図-5に

まとめた.
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As.req/As.std
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図-5 掘削深さと必要主鉄筋畳との関係

シールドトンネル掘進通過時における地下駅内部の地

表面からの掘削深さが小さいほど,その後のセグメント

内に発生する応力は大きくなった.これは,地下駅内部

の掘削進行による応力の再分配が部分的にセグメントに

伝達されたためであると考えられる.また,セグメント

内に発生する断面力が最も大きくなるのは,地下駅内部

の掘削深度が地表面下よりの トンネル項部の深度と一致

する時 (De-Dt)であることがわかった.

また,実際のシール ドの通過地下駅への到達時期が当

初掘進工程に対して,より早いまたは工程通 りの場合,

掘削段階(むの後,掘削段階(むに達する前にセグメントの

耐力が不足する. トンネル内部で作業が行わjtている状

態における掘削段階(彰以降の掘削は,原則として,現場

計測結果に対する検討後決定することとしたが,万が一

更なる掘削が工程上どうしても必要となる場合のため

に,追加検討として鋼製アーチ支保工によるセグメント

補強工に対する構造設計を行った.

§5暮現場計測

シール ド到達時のS13地下駅内の実際の掘削深 さは

5.25mであり,検討ケースB(:当初掘進工程通 りの到

逮)に該当した.以下に,S13駅に設置された仮設セグ

メントに対して行った現場計測について述べる :-

(1)計測項目

トンネル形状の計測およびセグメント内の鉄筋ひずみ

の計測を地下駅内部の掘削進行に伴い行った.各計測項

目の位置を含んだ トンネルの断面図を図-6に示す.

(2)計測結果

量終掘削段階までの地下駅内部の掘削段階の進行に対

する トンネル形状の変化を図-7に,また,鉄筋ひずみ

値から換算した トンネルセグメント内の鉄筋応力度の変

開削中の地下駅を通過するシールドトンネルに関する設計について

化を連壁側および内側についてそれぞれ図-8および図

-9に示す.

図-6 計測項目位置断面図

形状変化

十D2｢曳一一D4
+ H--& V

｢

② 上

③ 1 i

喜 喜 ≡喜望喜岩岳喜喜宣喜岩垂喜
図-7 トンネル形状変化

芸旨さ裏芸岩岳喜§§§萱重き当室きき
図-8 セグメント鉄箭応力度変化 (遵壁側)

m2) 一十汀E

② ｢

+

書喜喜…≡喜喜書岩岳書喜喜岳墨壷§喜喜
図-9 セグメント鉄筋応力度変化 (内側)
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両変化値とも,地下駅内部の掘削進行に伴う鉛直方向

の土被 り圧の減少および水平方向の側方土圧の増大現象

に一致する変化を示しており,設計手法の妥当性が確認

できた.

トンネル形状の最大変化値は,鉛直方向が約25mm

(+),水平方向が約18mm(-)であり,設計計算値 (-

25mm)とほぼ一致した.

また,鉄筋応力度の最大変化値を設計計算値とともに

表-4に示す.

表-4 鉄筋応力度の変化値

地下駅内部の掘削状態 尖測佃T 設計値(N rnm-) (N mmご)

掘削段階②-③ 10 180

掘削段階③-④ 30 370

(3)計測結果の利用

表-4より,鉄筋応力度変化の実測値は設計値に比べ

てはるかに小さい (5-10%)ことが確認されたので,

S13地下駅内における掘削段階③以降の掘削は,鋼製ア

ーチ支保工によるセグメント補強工を必要としないと判

断した.

一方,シール ド到達時のS14地下駅内の実際の掘削深

さは9.20mであり,先述の検討ケースCに該当した.読

計検討結果およびS13駅における計測結果を考慮 した結

莱,S14駅には主鉄筋量の小さいセグメントタイプAを

設置することで十分であると判断した.

§6.おわりに

S13およびS14の両地下駅内部に設置された仮設セグ

メントは,その後の地下駅内部の掘削が進行し,シール

ド機が最終のS15に到達するまで作業通路として使用さ

れた後,地下駅内部の最終掘削時に解体 ･撤去された(写

真-1参照)が,安全上および構造上において何 ら問題

となることはなかった.

今回の, E月堰l内においてはまずありえない,開削 中

写真-1 仮設セグメント撤去状況 (最終掘削時)
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の地下駅内部分をシール ド掘進により通過する案が採用

された2つの大きな要因として,まず当地 (タイ国)に

おいてセグメントのコス トを低 くおさえることができた

こと,そして地下駅の構築および駅間の トンネル建造の

両者を当社 1社が担当 ･施工したことが挙げられる.

そういった意味合いから,今回の仮設セグメントに対

する設計検討は誠に貴重な経験であったと言えるが,セ

グメント間 (円周方向)およびリング間 (進行方向)に

継手をもつ トンネルセグメントの設計モデル化は容易で

はなく,特に今回採用 したモデルの場合,解析によるセ

グメント断面力は鉄筋ひずみ値による実測値に比べて大

きく異なる結果となった.したがって,今後 トンネルセ

グメントの設計モデル化に対してはさらなる考察を加え

るべき必要があると考える.

また,今回報告できなかった他の検討 :セグメントの

安定解析に対する検討 (セグメント継手配置を考慮した

連結部材 (MatchedJointContinium Lining)としたモ

デル化)および地下駅内郭の トンネル通過が地中連続壁

に与える影響に対する検討に関しても,機会があれば報

告したい.

最後に,今回の設計 ･施工にあたってご指導,ご助言

いただいた関係各位に深 く感謝する次第である.
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