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1．はじめに 

都市部に地下鉄道が建設される場合, 近接した建物内で列車

走行に伴い発生する振動や固体音が問題となる場合がある．シ

ールドトンネルについては, 測定データが蓄積され地盤中の振

動伝播について検討されている 1). 一方，開削トンネルは土被

りが小さいこと, 構造の形状が複雑であること, 埋め戻しが行

われていること等により, 振動の伝播性状が複雑であると考え

られる．今回，開削トンネルを対象として振動伝播について２

次元 FEM を用いて解析し，道路舗装や埋め戻し土の影響につ

いて検討を行ったので報告する． 

 

2．解析概要 

 本研究では，図１に示すような東京都内の地下鉄開削

トンネルを対象に解析を行った. そして測定結果２）との

比較や, 振動伝播に影響を及ぼす要因についての検討を

行った．測定では，トンネル内に 3 箇所，地表面に５箇

所の測定点を設けている． 

有限要素として８節点アイソパラメトリック要素を用

い，解析範囲の側方と底面を粘性境界とした．基本要素数を 3750，基本節点数を 11605

とし, 節点間隔をおおむね 25cm とした．入力加速度波形は，1 列車通過中に軌道脇で

測定された鉛直方向振動加速度２）のうち 1.024 秒間を切り出し, 図１の矢印で示す加

振点に直接入力した. 解析に用いた地盤の物性値を表１に示す．地盤減衰には式(1)

に示すレイリー減衰を用い，定数α，βの値は既往の研究 3）を参考に表 2 の値とし

た． 

 [C] = α[M] + β[K]                 (1)  

ただし，[C]：減衰マトリクス，[M]：質量マトリクス，[K]：剛性マトリクスである． 

 

3. 解析結果  

3.1．地表面の舗装の検討 

 地表面にアスファルト舗装が存在することによる影響を検討し

た. ここでは, 表層40 cm部分の単位体積重量を22.5[kN/m3], 弾

性係数を 4.81×106 [kN/m2], ポアソン比を 0.35 として, 影響を

検討した４). 

図 2(a)(b)は鉛直方向と水平方向における JV2 地点での振動加

速度レベルのグラフである．鉛直方向では, 舗装を考慮した場合

と考慮しない場合で振動加速度レベルに大きな差はみられなかっ

た. 一方, 水平方向については, 舗装を考慮することで地表部の

振動加速度レベルが小さくなり, 40~50Hz 周辺では舗装を考慮しな

い場合よりも測定値に近くなっていることがわかる． 

 

 

α β

地盤部 8.43 1.760×10⁻⁵

トンネル部 0.377 1.582×10⁻⁶

図 1 解析メッシュ図（単位 cm） 

表 1 地盤物性値 

表 2 比例減衰定数α，β 

Study on Effects of Backfilling and Surface Pavement on 

Train-Induced Vibration Propagated from Open-Cut Tunnel   

 

(a) 鉛直方向 
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Kiwamu Tsuno (Railway Technical Research Institute) 

 Masaru Furuta (Nippon Koei CO.LTD.)) 

種類 せん断波速度 単位体積重量 弾性係数

Vs[m/s] γ[kN/m3] E[kN/m2}

(1)地盤第1層 121 18.5 7.95E+04

(2)地盤第2層 130 17.3 8.60E+04

(3)地盤第3層 222 18.2 2.63E+05

(4)地盤第4層 350 20.1 7.13E+05
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40Hz における振動加速度レベルのコンター図を図 3 に示す. 

これより, 舗装を考慮することで地表付近の振動が小さくな

っていることが分かる.  

 

3.2．埋戻し土の検討 

開削トンネルでは構築の施工後に埋戻しを行うが，埋戻し

土の物性値が振動伝播に影響することも考えられる．そこで, 

埋戻し土を地盤第 2層の弾性係数の1/10倍として軟らかくし

たものと, 10 倍として硬くした場合についても解析を行い, 

結果を比較した. 図 4(a)に JV3 地点における鉛直方向振動加

速度レベルを示す.  埋戻し土を軟らかくした場合, 20~50Hz

では測定値と近い値となり, 50Hz 以降は測定値を上回ってい

る. 一方, 埋戻し土を硬くした場合, 50Hz 以下で振動加速度レ

ベルが小さくなり, 測定値と離れた結果となっている. 図 4(b)

に JV4 地点における鉛直方向振動加速度レベルを

示す. 埋戻し土を軟らかくした場合, 原地盤の解析

値と近い結果がでたが, 測定値とは離れている. 一

方, 埋戻し土を硬くした場合, 解析値と測定値のピ

ークが 40Hz 周辺にあることが分かる . また , 

20~40Hz にかけての解析値と測定値の振動加速度

レベルの増加と, 40~63Hz にかけての減少の仕方が

類似していることが分かる.  

近年では, 埋戻し土として流動化処理土(Vs=350[m/s]程度)

が用いられることが多いが，原地盤よりも埋戻し部分が硬く

なる可能性がある．本検討では, 埋戻し土を硬くすると地表部の

振動加速度レベルが大きくなる結果となっており，流動化処理

土を用いることで振動が大きくなる可能性が考えられる．  

 

4．まとめ 

本検討では，開削トンネルを対象として振動伝播について２次

元 FEM を用いて解析し，道路舗装や埋戻し土の影響について検

討を行った．その結果，舗装を考慮した場合 40~50Hz の地点で

測定値と近い振動加速度レベルの値となること, 表層 40 cm 部分

に振動が伝わりにくくなることが分かった. また, 埋戻し土を軟

らかくした場合, JV3 地点で測定値と近い値となった. 硬くした

場合, 解析値と測定値の振動加速度レベルの増減が似ていること

が分かった. 今後の課題として， 本検討以外のさまざまな地盤条

件や施工条件においても検討を行い, 将来的には近接施工の事前

マネジメントにおける実用化を目指して精度を向上していきた

い. 
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（b） JV4（鉛直方向） 

（a） JV3（鉛直方向） 

図 3 解析コンター図（40Hz 水平） 

図 4 解析結果と測定結果との比較 

図２ 振動加速度レベル（JV2 地点） 

(b) 水平方向 

 

(a) 舗装を考慮しない場合 (b) 舗装を考慮した場合 
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