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第５章 大深度地下施設の設置に際し考慮すべき事項

5.1 基本的な考え方

大深度地下を使用する事業者は、大深度地下施設と地上建築物間で相互に支障が生

じないよう、 ～ に示すような検討を行い、適切な対応をとるものとする。5.2 5.5

【解説】

5.1 基本的な考え方

大深度地下は、支持地盤上面より下に位置することから、これまで利用が進められてきた浅深

度地下と比べて、より堅く変形しにくい工学特性をもつ地盤で構成されている。

したがって、大深度地下の掘削に伴う地盤の変形・変位や、地表からの掘削等の影響は小さい

、 、 、 、ものと考えられ 一般的には 相互に支障が生じることは想定しにくいが 何らかの事情により

支障が生じると想定される場合には、適切な対応をとることが必要である。

具体的には、地盤の状況等を踏まえた工法の選択と適切な施工管理等を行い、地上の土地利用

に支障が生じないようにすること。また、大深度地下施設の設置後、建築物の建設の際の大規模

掘削や建築物荷重により地盤に変形が生じることが想定される場合、このような変形に対して、

十分対応できる構造とすること。さらに、地震動に対して十分対応できる構造とすること等があ

る。

5.2 地盤状況等を踏まえた工法の選択と適切な施工管理等の実施

大深度地下施設の建設により、既存建築物の変位、地表面沈下等により支障が生じ

ないよう、地盤状況等を鑑みて工法を選択するとともに、施工管理等を十分に行うも
のとする。

【解説】

5.2 地盤状況等を踏まえた工法の選択と適切な施工管理等の実施

、 、大深度地下は堅くよく締まった地盤で構成されていることから 一般的に想定しがたいものの

既存の建築物や地表に有意な変位を与えないように、工法を選択するとともに、適切に施工管理

等を実施することが重要である。

大都市の地下で一般的に用いられる、泥水シールド工法、土圧シールド工法等は、地下水を乱さ

ず工事を実施するものであり、適切な施工管理等を行えば問題ないと考えられる。実際に都市部

で実施された工事においては、地表の沈下は数 程度であり、地上の土地利用に対しては、支mm

障は生じないものと考えられるが、必要に応じて地盤の変位等を適切に計測する必要がある（表

－ 参照 。5.1 ）
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【シールド工事による地表面沈下の実績】

表－ 最近における都市部のシールド工事による地表面沈下の実績5.1

工事名 施工時期 備 考トンネル径 土被り 最大地表面

（ｍ） （ｍ） 沈下量( )mm

年東京都下水道 8.2 14.7 3.5 H1

～ 年大田幹線 H3

年 月～大阪市地下鉄 号線1 6.9 6.1 23.6 3.0～ S55 11

年４月大和川工区 S59

年 月～営団地下鉄７号線 10.6 30.2 3.5 H1 6

年 月後楽工区 H6 12

双設シールド営団地下鉄 号線7 6.6 17.4 2.8 S61 2年 月～

年 月飛鳥山線区 H2 8

出典： トンネルと地下」「

5.3 大規模掘削による地盤の変形

建築物の建設の際の大規模掘削により地盤が変形し、大深度地下施設への支障が生

じると想定される場合には、適切な対応をとるものとする。

5.4 建築物荷重による地盤の変形

建築物荷重による地盤の変形により、大深度地下施設への支障が生じると想定され

る場合には、適切な対応をとるものとする。

【解説】

5.3 大規模掘削による地盤の変形

大深度地下施設は、地盤の変形に追随する挙動を示すものである。建築物の建設の際の大規模

掘削により生じる掘削底面のリバウンド現象（表－ 参照）によって、大深度地下施設にも変形5.2

が生じたとしても、掘削底面とは 以上の離隔距離があること、さらに、 で大深度地下施設15m 3.1

の規模に応じて 以上の離隔距離をとること等を考えれば、リバウンドによる支障は大深度地下1D

施設には生じないものと考えられる。ただし、事業の種類によって管理値、許容値が異なってお

り、それぞれの事業の特性に応じて検討する必要がある。
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【リバウンド量の計測例】

表－ 既存建築物基礎の掘削におけるリバウンド量の計測例5.2

施 設 名 称 掘削によるリバウンド 出典

1975.9国際通信センタービル 掘削面で最大9mm隆起 土と基礎

1975.9新宿三井ビル 掘削面で最大20mm（平均15mm）隆起 土と基礎

近接施工技術総覧東京ユーロポートホテル 直下の地下鉄で鉛直方向の隆起 16mm

近接施工技術総覧大阪駅前梅田地区ターミナルエリア 掘削面で10～20mm程度隆起

【地盤変形解析】

地盤の変形を予測検討する手法としては、一般に 解析が用いられる。FEM

参考資料－4に「大深度地下施設の建設が地表へ与える影響」及び「地上建築物の建設が大深度

地下施設へ与える影響」について、二次元の弾性FEMでシミュレーションした結果を示す。

参考資料－4の解析例では、支持地盤以下の大深度地下で、相互離隔も一定量確保される場合、

シールド掘削時の地上建築物への影響、及び、地上建築物の基礎等の掘削及び建築物荷重の載荷

が大深度地下のシールドトンネルに与える影響は、共に通常問題とならない程度であった。

また、逆に、大深度地下施設が存在することにより、リバウンド量が増大するなどの建築物の

建設に対して支障が生じるのか否かという問題については、掘削底面からは 又は 以上の15m 1D

離隔距離があること、大深度地下施設は、地盤の変形に追随して変形をすることから考えれば、

支障は生じないものと考えられる。

5.4 建築物荷重による地盤の変形

既存の超高層建築物も含め、通常の建築物の建設に支障のないように設計荷重を定めることと

しており、大深度地下施設を設置したとしても、建築物の建設に支障は生じない。ただし、建築

、 。物荷重等により地盤が変形する場合には 大深度地下施設にもその影響が及ぶことが考えられる

具体的には、建築物荷重による洪積粘性土層の圧密沈下により、大深度地下施設に変形が生じ

る場合等が想定できるが、変形が生じたとしても、シールドトンネルは柔軟で変形に追随する構

造であり、支障を生じないと考えられる。ただし、事業の種類によっては、管理値、許容値が異

なっており、それぞれの事業の特性に応じて検討する必要がある。

【参考】事前対策を施した施工例

関西電力 大阪南港かもめシールドトンネル

概要：送電と燃料（天然ガス 、延長：1320m、トンネル径：5.4m、泥水式シールド）

、 。 、状況：埋め立て直後にシールド掘進したため 掘進後最大70cmトンネルが沈下した しかし

可撓セグメントの採用や、二次覆工に目地をつけるという事前の対策により、地盤の

変形に追随し、供用には問題がなかった。

出典：土木学会 第52回年次学術講演会 1997.9
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なお、逆に、大深度地下施設が存在することにより、建築物の建設に際し沈下量が増大するな

どの支障が生じるのか否かという問題については、大深度地下施設は、建築物による荷重に対し

て十分な耐力を有するようにつくることから、支障は生じないものと考えられる。

5.5 地震時の影響について
大深度地下施設は、地震により受ける影響は小さいと考えられるので、原則として

地震の影響を考慮する必要はないが、地上部との接続部分や、振動特性が異なる地盤

に設置される場合などには検討を行い、必要に応じて対策をとるものとする。

【解説】

5.5 地震時の影響について

一般的に地震動は地下深くなればなるほど小さくなることから、大深度地下は地上と比較して

地震動は小さいと考えられる。

また、地震時に支持力がなくなる現象として地盤の液状化があるが、これは浅い部分の緩い砂

層において生じるとされており、支持地盤以下の堅い地盤となる大深度地下では、この現象は対

象にならないものと考えられる。

、 、 、なお 大深度地下施設の耐力は 地震等の短期的な荷重の増加に対する余裕を持っているので

地震動により建築物基礎の接地圧が一時的に増加したとしても、地下施設の耐力が問題になるこ

とはない。

また、地上構造物が慣性力により振動するのに対して、地下構造物の慣性力は周囲の地盤に作

用する慣性力より小さく、地盤の変位・変形に追随して振動するものであり、大深度地下施設に

は、地上構造物に見られる振動の増幅等の現象は生じないと考えられる。

さらに、大深度地下は堅くよく締まった地盤で構成されていることから、地震動による影響は

小さく、原則として耐震設計の必要はないと考えられる。

しかしながら、地上部との接続部分、振動特性が異なる地盤に設置される場合等においては、

弾性ワッシャーや可撓性継手の採用等の対策についても検討する必要がある。

【参考】地下構造物に対する地震の影響の記述例

地下構造物に与える地震の影響は、次のように考えるのが一般的である。トンネルの重量とトン

ネルが排除する土の重量を比較すると、トンネルの方が軽いことが多い。したがって、地震力が作

用した場合に、周辺地山に作用する慣性力よりもトンネルに作用する慣性力は小さいことになる。

その結果としてトンネルの土被りがある程度以上ある場合には、トンネルは地盤の振動とほぼ同様

に振動するものと考えられる。

したがって、土被りが大きく良好な均一地盤中のトンネルの場合にはその影響が比較的小さいと

考えられる。シールド工法の場合他のトンネル工法に比べると、継手の存在によりトンネル剛性が

小さくなることや、原地山の中にトンネルを構築する施工法であること等から、周辺地山への追従

性はより高いものと考えられる。

しかし、次の条件にある場合は、トンネルが地震の影響を大きく受けるものと考えられ、特に慎
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重な検討が必要である。

①地中結合部や立坑取付部のように覆工構造が急変する場合

(セグメントの種類の変化、二次覆工の有無等も含む)

②軟弱地盤中の場合

③地質、土被り、基盤深さ等地盤条件が急変する場合

④急曲線部を有する場合

⑤緩い飽和砂地盤であり、液状化の可能性がある場合

【出典】トンネル標準示方書［シールド工法編 ・同解説（土木学会 平成８年）］

一方、大深度地下施設は周辺の地盤に追従して振動することから、通常の施設が存在したとし

ても、周辺地盤や地表の地震動はほとんど影響を受けないものと考えられる。ただし、複数の大

深度地下施設を近接して設置する場合や、大きな地下空洞を設けるなど、特殊な使用をする場合

には、施設の存在が周辺地盤の振動特性に与える影響について検討が必要となる場合も考えられ

る。

【二次元動的解析の例】

以下の地震の解析例より、トンネルの存在が地表にほとんど影響を与えないことがわかる。

図－ 解析モデルと節点位置図5.1

表－5.3 応答加速度最大値

ケース名 地盤ﾓﾃﾞﾙ トンネル 節点Ａ 節点Ｂ 節点Ｃ 節点Ｄ 節点Ｅ

１Ｎ 地盤モデル１（軟弱層小) 無 828 267 828 312 272

１Ｅ 地盤モデル１（軟弱層小) 有 823 267 828 312 272

２Ｎ 地盤モデル２（軟弱層大) 無 561 368 561 395 326

２Ｅ 地盤モデル２（軟弱層大) 有 565 360 561 395 326
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5.6 大深度地下施設に近接して設置する場合の対応

大深度地下施設に近接して新規に大深度地下に設置する施設は、近接して設置する

、 。ことによる相互の影響について 離隔に応じて以下の技術的な検討を行うものとする
①離隔が （ は新規に設置する施設の外径）以上の場合、原則として技術的検1D D

討を省略することができる。

、 、 、 、②離隔が 以上 未満の場合 地山の条件 施設相互の位置関係 施設の用途0.5D 1D
施設の外径、施工状況等を考慮し、必要に応じて技術的検討を行う。

③離隔が 未満となる場合には詳細な技術的検討を行わなければならない。0.5D

【解説】

5.6 大深度地下施設に近接して設置する場合の対応

大深度地下施設（トンネル径 程度までの単円形シールドトンネルを想定）に近接して、新15m

規に施設を大深度地下に設置する際に考慮すべき事項を示すものである。

ここでいう近接施工とは、既設トンネルに対して新設トンネルが鉛直方向に併設、水平方向に併

、 。 、設 上下に交差の位置関係で近接して設置される場合を想定するものである このような場合には

新規に設置するトンネルの施工による地山の応力再配分の影響を受け、既設トンネルには横断方向

および縦断方向に単設トンネルの状態とは異なる変位や応力が発生し、状況によってはトンネル覆

工の安全性に影響を与える場合もある。したがって、既設トンネルに近接してトンネルを設置する

事業を計画する場合は、必要な離隔を確保し、既存の施設等に支障が生じないよう十分配慮する必

要がある。

トンネル標準示方書［シールド工法編 ・同解説（土木学会 平成 年）では 「第 条 併設］ 、8 37
トンネルの影響」において ”併設するトンネルの位置が水平方向、上下方向いずれの場合におい、

（ ） 。（ ）てもその離隔距離が後続するトンネル外径 以内の場合には十分な検討が必要である 中略1D

特に離隔距離が Ｄ以下となる場合には詳細な検討を行う必要がある”としている。0.5
大深度地下は従前の経験が豊富な比較的浅い地下と比べて硬く締まった良好な地盤特性を有し

ており、大深度地下においては近接施工による影響は小さいものと考えられる。このため、施設間

の離隔に応じて行うべき技術的検討を条文に示すように定めた。
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【近接設置のイメージ】

水平方向併設の場合 鉛直方向併設の場合 上下交差の場合

図－ 近接設置のイメージ5.2

①について：一般に、従前の経験が豊富な比較的浅い地下における軟質な地盤であっても、トン

ネル間の離隔距離が新設トンネルの外径（ ）以上の場合には、既設トンネルに与える影響は1D

小さいとされている。したがって本指針では、大深度地下における硬く締まった地盤特性を踏

まえ、新設トンネルの位置が鉛直方向に併設、水平方向に併設、上下に交差いずれの場合にお

いても、その離隔距離が新設トンネルの外径（ ）以上となる場合には、原則として近接施工1D

の影響に関する技術的検討を省略することができることとした。なお、既設トンネルの用途に

よっては、変位等の制約が厳しいなど近接施工による影響に関する技術的検討を必要とする場

合がある。

0.5D 1D②について：大深度地下における地盤特性を踏まえると、トンネル間の離隔距離が 以上

未満の場合であっても、 以上の場合と同様に近接施工による既設トンネルへの影響は少な1D
いと考えられる。ただし、以下に示すような事項を考慮し、必要に応じて近接施工の影響に関

する技術的検討を行うこととした。

ⅰ）原則としてＮ値 以上の硬く締まった大深度地下の地盤では、一般にその強度定数（ φ）50 c,
が大きいため近接施工による影響は小さいと考えられる。

しかし、粘着力 、内部摩擦角φ °の地盤における試算結果では近接施工の影響が無c=0 =30

視できないという結果が得られたことから、大深度地下の地盤であっても例外的に強度の小さ

い地盤では、近接施工の影響を無視できない。

ⅱ）既設トンネルの下方に新設トンネルを設置する場合は、トンネル間の地盤を緩めると既設ト

ンネルに大きな変位や応力が発生する場合がある。

ⅲ）既設トンネルへの影響がトンネルの構造上問題ない程度であっても、既設トンネルの用途に
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よっては変位、変形、勾配等の許容値が厳しく設定されることがある。

ⅳ）既設トンネルに比べて新設トンネル外径が相対的に小さい場合は、実質の離隔距離が小さく

なるため慎重な検討が必要となる場合がある。

ⅴ）既設トンネルに影響を与える新設トンネルの施工時荷重は、主として推力、裏込め注入圧、

泥水圧または泥土圧であるが、これらの荷重はトンネル間の地盤を介して既設トンネルに偏圧

として作用し、既設トンネルに大きな変位や応力を発生させる場合がある。

③について：トンネル間の離隔距離が小さくなるほど近接施工の影響が増大し、特に 未満0.5D
となる場合にはその影響が顕著となる。このため、離隔距離が 未満となる場合にはその0.5D
都度、近接施工の影響に関する詳細な技術的検討を行わなければならないこととした。

なお、近接施工によるトンネル相互影響に関しては、地山の条件、施設相互の位置関係、施設

の用途、施設の外径、施工状況等の要因が複雑に影響し合い、また、大深度地下における近接施

工事例は少ないことから、現状では未解明な点が残されている。したがって、大深度地下におけ

る近接施工の事例が増え、新たな技術的知見が蓄積された時点で、ここで定めた離隔距離の考え

方について見直す必要がある。
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