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1.  はじめに 
 

近年，都市部の土地利用の高度化に伴い，これまで

利用されてこなかった深さ 40m を超える地下深部に，

鉄道や上下水道等のインフラ施設が建設されるように

なってきている 1)。また，研究開発が続けられている

高レベル放射性廃棄物の地層処分のための施設は，廃

棄物を安全で確実に処分するために，さらに深い 300m

以深の安定した地層（岩盤）内への建設が計画されて

いる 2)。このように大深度地下の利活用は，今後ます

ます拡大すると予想される。 

 一般に，地中構造物は，橋梁等の地上構造物に比べ

て，地震時の安全性が高いとされている。特に硬い岩

盤中に構築される構造物では，これまで耐震設計が省

略される例も多かった。しかし地層処分施設のような

大規模な大深度地中構造物では，長大立坑，連接坑道，

坑道交差部等を有することにより，周辺の地層変化や

複雑な構造形状による地震の影響を受ける可能性も高

く，地震時の安全性について十分な検討が必要となる。 

大深度地下構造物の耐震性を評価する上で，FEM に

よる動的な地震応答解析手法は，有効な評価手法のひ

とつである。しかし，広範囲に複雑な形状を有する構

造物であるため，周辺地盤を含めたモデル作成が煩雑

で，大規模な三次元モデルになる。そのため膨大な計

算時間を要することとなり，実務での利用が難しい状

況にある。 

このような課題を克服するためには，モデルの作成

方法，計算手法，応答評価手法など多方面からの検討

が必要である。本稿では，鉛直方向に長大な地中構造

物を対象に，FEM に用いる解析モデルの簡便化，応答
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図-1 解析モデルの概要 

Fig. 1  Schematic of an analysis model 

 

評価手法としての簡便な静的解析法の適用性について

検討を実施した。 

 

2.  鉛直方向に長大な地中構造物の地震時挙

動の把握 
 

2.1  検討対象 

 鉛直方向に長大な地中構造物の例として，長大立坑 

と横坑からなる地中構造物を検討対象とした。立坑の 

深さは，550m で，地表面から 480m の位置に横坑が接

続されている，立坑および横坑の直径は，それぞれ 7

ｍ，5ｍとし，厚さはともに 20cm とした。なお，立坑

底部から 10m は，ベースコンクリートが打設されてい

るものとした。立坑周辺の地盤は，三層からなる成層

地盤とし，200m 四方，深さ 600m を検討対象範囲とし

た。 

これを要素数 12 万程度の FEM 要素でモデル化した

（図-1）。地盤とベースコンクリートはソリッド要素で，
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図-2 入力波の加速度波形 

Fig. 2  Input acceleration waveform 
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図-3 a) 地表面変位最大時の構造物の変形図（左上） 

b) 立坑に生じる応力の最大値分布（右上） 

c) 横坑に生じる応力の最大値分布（下） 

Fig. 3  a) Deformation of a structure at the maximum displacement 

of ground surface (left above) 

b) Distribution of maximum stress of a vertical shaft (right 

above) 

c) Distribution of maximum stress of a horizontal shaft 

(below) 

 

立坑と横坑はシェル要素でモデル化した。なお，地盤

と構造物はともに線形弾性要素とした。地盤の要素高

さは，各層で地震動に含まれる周波数 10Hz の波の波

長を 5 要素以上で近似できる高さとした。なお，境界

条件は，地盤側面は水平ローラーとし，底面は粘性境

界とした。 

2.2  動的解析による地震時挙動の把握 

立坑および横坑の地震時挙動を詳細に把握するため，

動的解析を行った。加振方向は，立坑の地震時挙動が

左右対称となる横坑軸方向とした。入力地震動は，鉄

道構造物の耐震設計で用いられる動的解析用地震波の

うち，海洋型地震のスペクトルⅠを持つ G1（基盤）用

のレベル 2 地震動 3)（図-2）とした。 

 図-3 a)に地表面変位が最大となる時間断面における

構造物の変形図を示す。立坑は，上層では大きく曲げ

られ，せん断変形に加えて，曲げ変形が卓越している

が，中層以深では直線的な変形形状を示しており，せ

ん断変形が主であることが見て取れる。図-3 b)は，立

坑の面内せん断応力と鉛直方向の軸応力の最大値の分

布を示したものである。2 つの応力成分はともに，地

層境界部で増加しており，中層以深では，鉛直軸応力

はほとんど生じず，面内せん断応力が立坑に生じる主

要な応力となっている。横坑接続部周辺では，その上

下数十メートルの範囲に生じる応力値とほとんど差が

なく，横坑が立坑に与える影響は小さいことがわかっ

た。 

図-3 c)は図-3 b)と同様に，横坑について最大値分布

を示したものある。水平方向の軸応力は立坑との接続

部周辺でわずかに生じるほかは，全域にわたって生じ

ていない。一方，面内せん断応力は，軸方向にほぼ一

律に生じており，横坑は曲げられることなく，軸方向

にほぼ均一にせん断変形していることがわかる。 

 

3.  モデルの簡便化に関する検討 
 

3.1  梁要素による構造物モデルの簡便化 

図-1 に示す FEM モデルでは，立坑および横坑を地盤

中の空洞の周面に設けたシェル要素を用いてモデル化

している。実物に忠実なモデルであり，断面に生じる

応力を詳細に把握することができる反面，地盤との取

り合いを考慮すると要素分割が複雑となる。本稿では，

基礎的な検討をするため，図-1 のような単純な構造と

したが，実際の地層処分施設は，立坑に複数の横坑が

接続し，さらに分岐するような複雑な構造を持つため，

モデル化には多くの時間と労力に加え，高度なモデリ

ング技術を要する。 

そこで，モデルの簡便化を図るため，シェル要素の

代わりに，梁要素を用いる案を検討した。地盤中に空

洞を設けず，立坑および横坑の中心位置に，所定の断

面形状を有する梁要素を設ける。シェル要素でモデル

化する場合に比べて，空洞をモデル化しないため，要
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図-4 a) 立坑に生じる応力の最大値分布の比較（上） 

b) 横坑に生じる応力の最大値分布の比較（下） 

Fig. 4  a) Distribution of maximum stress of a vertical shaft 

(above) 

b) Distribution of maximum stress of a horizontal shaft 

(below) 
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図-5 立坑に生じる応力 

Fig. 5  Stress of a vertical shaft 

 

素分割が単純で，容易にモデルを作成できる。 

3.2  簡易モデルの適用性 

立坑と横坑を梁要素でモデル化した簡易モデルと，  

シェル要素でモデル化した詳細モデルを用いた場合の

動的解析の結果を比較した。 

図-4 a)は，立坑に生じる面内せん断応力と縁応力の

最大値分布を比較したものである。ここでの縁応力は，

立坑の外周位置に生じる鉛直方向の応力成分で，軸応

力と曲げ応力を合成して求められる。縁応力について

は，簡易モデルを用いた場合も詳細モデルを用いた場

合もほぼ同じ評価結果が得られている。これに対して，

面内せん断応力については，大幅な過小評価となって

いる。図-4 b)は，横坑について同様の比較をしたもの

であるが，2 つの応力のモデル間の評価結果は，立坑

の場合と同様の傾向を示している。したがって，提案

した簡易モデルは，立坑と横坑のいずれについても，

面内せん断応力が過小に評価されることが明らかにな

った。 

図-5 は，立坑に生じる応力を模式的に示したもので

ある。面内せん断応力τは，立坑側面が地盤から受け

る加振方向の応力σgx と力の釣合を満たすと同時に，

立坑側面をこするような鉛直方向のせん断応力τgz と

モーメントの釣合（図中の Y 軸まわり）を満たしてい

る。すなわち，立坑に生じる面内せん断応力は，地盤

との相互作用力と深く関わっており，簡易モデルを考

える上で，これを考慮することが重要であるといえる。

梁要素による簡易モデルでは，τgz の影響が考慮され

ていないため，面内せん断応力が過小に評価されたと

考えられる。 

 

4.  応答震度法の適用性に関する検討 
 

4.1  応答震度法の概要 

地中構造物に適用される FEM を用いた静的な地震応

答解析手法 4)には，いくつかの種類がある。ここでは，

地中ボックスカルバートやトレンチ等の横断面を対象

とした簡便な耐震解析手法として開発された応答震度

法 5)の鉛直地中構造物への適用性を検討する。 

応答震度法は，自然地盤の加速度による慣性力を主

たる地震荷重と考え，これを構造物にとって最も厳し

い状態を再現するよう設定し，地盤と構造物に作用さ

せる。簡便かつ多くの実績を有する手法であることか

ら，その開発時に対象としていなかった長大立坑など

にも汎用的に適用されている 2)。しかし，ボックスカ

ルバートのような高さがさほど高くない構造物と，鉛

直方向に長い地中構造物は，基本的な地震時の変形挙

動が異なる。したがって，鉛直地中構造物への適用に

際しては，改めて適用性を検討する必要があると考え

られる。ここでは，動的解析の評価結果との比較によ

り，鉛直地中構造物への応答震度法の適用性を検討し

た。 

4.2  鉛直地中構造物への応答震度法の適用性 

応答震度法における地震荷重は，ある時間断面を静

的に再現するものや，振動時間全体を通して記録され

る最大せん断ひずみを再現するものなど，種々の設定
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図-6 最大応答値発生時刻の分布 

Fig. 6  Time of responses reach maximum 
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図-7 深度 350m における応答波形 

Fig. 7  Response waveform at a depth of 350m 

 

方法がある。ここでは，前者の方法を採用し，立坑の

面内せん断応力と鉛直軸応力の評価を試みた。 

一般に，前者の方法では一次元地盤の動的解析に基

づき，構造物の着目位置の自然地盤のせん断ひずみが

最大になる時間断面における自然地盤の加速度より地

震荷重を設定することが多い。これは，評価対象とす

る構造物の応答と自然地盤のせん断ひずみが着目位置

において，同時に最大値に達するような直接的な関係

が成り立っている必要があることを意味する。まず， 

この関係が成立しているか調べるため，自然地盤のせ

ん断ひずみと立坑の面内せん断応力および鉛直軸応力

が最大値に達する時刻を調べた。図-6 は，最大値発生

時刻の分布図である。自然地盤のせん断ひずみは重複

反射理論に基づく一次元動的解析により求めたもので

ある。立坑に生じる応力値のうち，面内せん断応力の
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図-8 応答震度法と動解による立坑の応答の比較 

Fig. 8  Response of a vertical shaft calculated by ground response 

acceleration method and dynamic analysis 
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図-9 立坑鉛直軸応力と関係する地盤の応答波形（深度

350m） 

Fig. 9  Waveform of ground responses correlate with axial stress of 

a vertical shaft at a depth of 350m 

 

最大値発生時刻は，深度 150m～175m の区間と 240m～

315m の区間を除いて，概ね自然地盤のせん断ひずみの

発生時刻と一致している。一方，鉛直軸応力の最大値

発生時刻は，上層部を除いて，自然地盤のせん断ひず

みのそれとは大きく異なる。 

より詳細に調べるため，立坑の鉛直軸応力と自然地

盤のせん断ひずみの最大値発生時刻のずれが大きい位

置での応答波形を比較した。図-7 は，深度 350m にお

ける応答波形の比較である。各波形はそれぞれの最大

値で除して正規化している。立坑の面内せん断応力の

波形は，自然地盤のせん断ひずみと一致しているが，

鉛直軸応力はこれらとは位相が大きく異なる。このこ

とから，立坑の面内せん断応力については，自然地盤

のせん断ひずみと直接的な関係をもち，評価に適した

地震荷重が設定できるが，鉛直軸応力については，間

接的な関係にあると考えられ，不適切な評価となる可
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図-10 立坑の鉛直軸応力の評価に適した応答震度法の適用性 

Fig. 10  Applicability of a new ground response acceleration 

method for evaluation of axial stress of a vertical shaft 

 

能性が高い。 

深度 350m において，自然地盤のせん断ひずみが最

大となる時間断面（41.50 秒）で地震荷重を設定し，立

坑に生じる応力値を評価した。図-8 は，動的解析の結

果と比較したものである。面内せん断応力については， 

深度 350m 付近において，動的解析と同等の結果が得

られているが，鉛直軸応力については，応答震度法に

よる評価は，動的解析の 1/10 程度となっている。 

4.3  立坑の鉛直軸応力の評価に適した荷重評価 

 前節で示した地震荷重の設定方法を応用し，立坑の

鉛直軸応力の評価に適した地震荷重の設定方法を検討

した。まず，立坑の鉛直軸応力と直接的な関係をもつ

自然地盤の応答を見つけだすことが必要である。鉛直

軸応力は，主に加振方向の曲げ変形により生じること

に着目し，2 種類の評価方法を考えた 6)。一つは，自然

地盤の応答変位の曲率（以下，地盤変位の曲率と略

す）である。地盤に対して曲率という表現は違和感が

あるが，応答変位の分布形を深さ方向に二階微分した

もの，すなわちせん断ひずみの深さ方向の変化率に相

当する。もう一つの候補は，立坑と地盤の間に作用す

る鉛直方向の周面せん断応力の深さ方向の変化（以下，

周面せん断力の変化量と略す）である。いずれも，自

然地盤の一次元動的解析から得られる応答変位やせん

断力を用いて求めることができる量である。これら 2

つの地盤応答と立坑の鉛直軸応力の深度 350m におけ

る正規化した波形を比較したものを図-9 に示す。周面

せん断力の変化量の波形は，立坑の鉛直軸応力と形状，

位相ともに一致しており，直接的な関係をもつと考え

られる。一方，地盤変位の曲率の波形は，これらと形

状は相似であるものの，位相は逆転している。 

他の深度についても同様の比較を行ったところ，2

つの地盤応答はともに立坑の鉛直軸応力と形状が相似

であった。位相については，2 つの地盤応答のうち立

坑の鉛直軸応力と一致するほうは，深度によってまち

まちであったが，いずれも立坑の鉛直軸応力と直接的

な関係にあると考えられ，これらが最大となる時間断

面で地震荷重を設定すれば，鉛直軸応力を適切に評価

できると考えられる。 

図-10 は，深度 350m において，周面せん断力の変化

量が最大になる時間断面（24.70 秒）で地震荷重を設定

したときの立坑の鉛直軸応力の評価結果を，動的解析

による結果と比較したものである。図中では，応答震

度法による結果は，地震荷重を本節で提案した方法で

設定したケースを「新案」，前節で示した従来法で設定

したケースを「旧案」と記す。新案では，深度 350m

において，動的解析による結果とよく整合している。 

立坑の鉛直軸応力と 2 つの地盤応答の関係性につい

ては，さらに検討が必要であるが，これらを用いて地

震荷重を設定すれば，応答震度法によって立坑の鉛直

軸応力を適切に評価できることがわかった。 

 

5.  結論 
 

鉛直方向に長大な地中構造物の耐震性評価について，

FEM モデルの簡便化と静的な応答評価手法の適用性を

検討した。 

モデルの簡便化については，立坑と横坑をシェル要

素で立体的にモデル化する代わりに，簡便に梁要素で

モデル化する手法を検討した。立坑と横坑に生じる面

内せん断応力および縁応力の最大値について，シェル

要素でモデル化した場合の評価結果と比較したところ，

梁要素でモデル化した場合は，構造物に生じる面内せ

ん断応力の評価が過小になることが明らかになった。

簡易モデルでは，立坑や横坑の側面をこするような地

盤からのせん断応力の影響が考慮できないことが過小

評価の主な要因と考えられる。 
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静的な応答評価手法である応答震度法について，立

坑の面内せん断応力や鉛直軸応力などの応力評価への

適用性を検討した。静的な地震荷重は，従来法になら

い自然地盤のせん断ひずみを用いる設定方法を採用し

たが，自然地盤のせん断ひずみと立坑の鉛直軸応力は

直接的な関係になく，鉛直軸応力を適切に評価できな

いことがわかった。 

そこで，従来法を応用して，立坑の鉛直軸応力の評

価に適した地震荷重の設定方法を検討した。その結果，

地盤変位の曲率と周面せん断力の変化量の 2 つの地盤

応答は，立坑の鉛直軸応力と直接的な関係をもち，こ

れらを用いれば，鉛直軸応力を適切に評価できる地震

荷重を設定できることがわかった。なお，立坑の面内

せん断応力については，従来法による地震荷重を用い

て，適切に評価できることが確認できた。 

本稿で示した検討は，まだ一つの計算例だけでしか

行っていない。今後さらに種々の立坑・地盤条件につ

いても検討を重ねる必要がある。 
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