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鉄道営業線直上に跨がるトラス構造物の
斜吊り工法を用いた解体工事における解析検討

中田 寛二＊ 中本 康＊＊ 真原聖二郎＊＊＊

要 約： 鉄道営業線直上に跨る建物の解体工事を施工した。解体対象の建物は 3層 33 mのトラス構造であり，鉄道営業
線ならびに駅プラットホームの直上に位置しているため，鉄道ならびに駅の営業に支障なく解体を完了させるこ
とが求められた。3層のうち上部 2層については事前の構造検討により架構を無補強で解体することが可能とな
った。最下層については，架構を下から支持して安定性を確保しながら解体を進める必要があったが，鉄道営業
線直上という特殊な立地条件を考慮して，隣接する建物からケーブルを用いて斜吊りして架構を支持しながら解
体する工法を採用した。施工計画にあたり構造解析を実施し，各施工段階における架構の撓み，ならびに部材応
力と斜吊りに用いたケーブルの張力が許容耐力以内であることを確認した。解析結果と施工結果の比較検証より，
架構の撓みおよび斜吊りに用いたケーブルの張力ともに想定に近い値を示し，施工計画の妥当性が証明された。
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1．はじめに
鉄道営業線直上に跨がる建物（以下，本建物）の解体工

事を施工した。表 1 に解体対象となった本建物の概要を，
図 1 に構造を示す。図 1(ｂ)に示すように，3 層 33 m ス
パンの本建物は鉄道営業線および駅プラットホームの直上
に位置しているため，鉄道ならびに駅の営業に支障なく解
体を完了させることが求められた。施工計画の立案にあた
り構造解析を実施し，3層のうち上部 2層については架構
の補強無しで解体した。最下層は，架構を下から支持して
安定性を確保しながら解体を進める必要があったが，鉄道
営業線直上という本建物の特殊な立地条件を考慮して，図
2のように隣接する建物から斜吊りして架構を支持する工
法（以下，斜吊り工法）を採用した。本報では，斜吊り工
法を用いた最下層の解体に主眼を置き，本解体工事の施工
手順と施工結果について述べる。

2．解体建物の構造と斜吊り工法を用いた最下層の解体工
事の概要ならびに構造解析による施工中の架構の安全
性検証
2.1 解体建物の構造
本建物の構造は鉄骨軽量コンクリート造であるが，新築

時は，柱および大梁に生じる応力は鉄骨断面のみで負担
し，コンクリート部分は鉄骨の座屈拘束および耐火のため
の被覆として設計されている。架構の鉛直荷重は西館およ
び東館の 5階床レベルで支持されており，5階床レベルに
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（b）立面図

（a）平面図

図 1 解体建物の構造

表 1 建物概要



東急研報42_04.smd  Page 2 17/02/09 20:10  v3.30

おいて西館側ではピン支持，東館側ではピン・ローラー支
持されている。また，東西方向の地震力はピン支点を介し
て西館に伝達され，南北方向の地震力については，各階に
設けられた水平ピンを介して西館および東館で負担する耐
荷機構である。
2.2 斜吊り工法を用いた最下層の解体工事の概要
最下層の解体は，図 2のように西館および東館の 7階を

吊元とし，図1(ａ)に示すC，D通り各4箇所の計 8箇所で
5 階大梁を斜吊り支持することで施工した。斜吊ケーブル
には1箇所につき ϕ28.6 mmのPC鋼より線 2本を用いた。
2.3 構造解析による架構の安全性検証
解析には汎用有限要素解析プログラム「midas Gen
2014」を用い，柱，大梁，ブレースを鉄骨断面のみ梁要素
モデル化し，被覆コンクリートについては応力負担が無い
ものとして重量のみを考慮した。斜吊りケーブルは 1箇所
あたり 2本ある ϕ28.6 mmのケーブル断面を 1本の等価な
断面に置換してモデル化した。その他，施工上計画した仮
設物の重量については実状に応じて考慮した。ヤング係数
は，鋼材は 205,000 N/mm2，PC 鋼より線は 190,000 N/
mm2 を設定した。また単位重量については，鋼材は 77
kN/m3，コンクリートは 20 kN/m3 とした。
以上の条件の下に構築した三次元解析モデルについて，

各施工段階における柱，大梁ならびにブレースの鉄骨断面
の応力度が中期あるいは短期許容応力度以下にあること
を，かつ斜吊りケーブルについては各施工段階における張
力が破断耐力に対して 2.0 以上の安全率を満足する1)こと
を確認することで，施工中の架構の構造安全性を確保し
た。なお，斜吊りケーブルの安全率 SFは次式で算出した1)。

SF=
0.8×T

1.2×T (1)

ここで，Tf：斜吊りケーブルの破断荷重（=949 kN）
T：斜吊りケーブルの張力（kN）

3．施工計画
図 3は解体手順である。本章では，図 3に従い解体手順

の詳細を述べる。
3.1 斜吊りに向けての架構重量の縮減
図 3(ａ)のように 7，6 階の躯体の解体を完了した時点

での架構重量は 1138 t であったが，斜吊りに伴う西館お
よび東館への負担を軽減するため架構重量の縮減を図っ
た。6，5 階の床スラブは梁上以外を全て解体し，部材の
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図 2 斜吊り工法を用いた最下層の解体

（f）仮吊設備に盛替

（e）5階大梁切断後ケーブルⅡへ盛替

（d）西館側ケーブル張力調整

（c）5階立ち上がり躯体解体

（b）斜吊りケーブル設置
ケーブルⅠプレテンション導入

6階大梁切断

（a）上部 2層解体

図 3 解体手順
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被覆コンクリートについては，6 階大梁は全て，5 階柱は
概ね 70%，5 階大梁は柱梁接合部を除いて全て撤去した。
また，C通り以北，D通り以南の片持ち部分の躯体は全て
解体し，撤去した。6，5 階の床スラブの解体完了後は 5
階床レベルに仮設ブレースを取り付け，架構の南北方向の
剛性を確保した。縮減検討後の架構重量は縮減前の概ね
34% の 385 t となり，この算定結果を基に最下層の解体の
施工計画を検討した。
3.2 6 階大梁・5階柱解体
3.2.1 斜吊りケーブルの設置
架構重量の縮減完了後，図 3(ｂ)のように斜吊りケーブ

ルを設置した。以降，12・14 通りに設置した斜吊りケー
ブルを「ケーブルⅠ」，11・15 通りに設置した斜吊りケー
ブルを「ケーブルⅡ」と呼称することとする。
3.2.2 ケーブルⅠへのプレテンション導入

～6階大梁切断
6 階大梁切断によって増大する架構の撓みの抑制を意図

して，大梁切断に先立ちケーブルⅠにプレテンションを導
入する計画とした。表 2上段は 6階 12-13 通り間の大梁切
断前後のケーブル張力と架構の鉛直変位の解析値である。
架構の変位については 5FL の 13 通りの変位を示してい
る。ケーブルⅠに導入するプレテンションは 6階大梁切断
によって生じる張力の 50% を目標に定めた。なお，ケー
ブルⅡは弛みが無いように張っておいた。
3.3 5 階大梁解体
3.3.1 東館側ピン・ローラー支点の拘束
図 3(ｃ)は 5 階立ち上がり躯体の解体が完了した状態で

ある。5階大梁の切断に先立ち東館側のピン・ローラー支点
を拘束することで，大梁切断後の架構の安定性を確保した。
3.3.2 西側側ケーブル張力調整～5階大梁切断
5 階大梁切断によって増大する架構の撓みを抑制するた

め，西側側のケーブルⅠ，Ⅱに張力を追加導入（以下，張
力調整）することとした。表 3上段は 5階 13-14 通り間の
大梁切断前後のケーブル張力と架構の鉛直変位の解析値で
ある。導入張力は構造解析に基づき，5階大梁切断によっ
て生じる張力の 60% 程度とし，ケーブルⅠは 300 kN，ケ

ーブルⅡは 130 kN まで緊張することとした。斜吊りケー
ブル緊張後，13-14 通り間の大梁を切断した。
3.3.3 ケーブルⅡへ盛替～仮吊設備へ盛替
5 階の 12-14 通り間の大梁解体後，さらに解体を進める
ため，ケーブルⅠとⅡで受けていた荷重を図 3(ｅ)のよう
にケーブルⅡのみに受け替えた。11-12 通り間，14-15 通
り間の大梁解体後は，図 3(ｆ)のようにワイヤーとチェー
ンブロックで構成した仮吊設備で大梁を斜吊り支持して解
体を進めた。

4．6 階大梁と 5階大梁切断前後における
解析結果と施工結果の対応
6 階の大梁切断（図 3(ｂ)）と 5 階の大梁切断（図 3

(ｅ)）は，架構の力学系に大きく影響を及ぼす。本章で
は，全工程の中で施工管理に特に重点を置いたこの 2つの
工程について，構造解析結果の妥当性に関する見解も交え
つつ施工結果を述べる。
4.1 6 階大梁切断
表 2下段は 12-13 通りの大梁切断前後のケーブル張力と

架構の鉛直変位の実測値である。まず架構の鉛直変位につ
いて述べる。大梁切断前後の架構の鉛直変位の増分は，C
通りで－19.6 mm，D通りで－21.4 mm という解析値に対
し，実測値は C通りで－25.2 mm，D通りで－24.5 mmと
いう結果であった。このとき，実測値は解析値の 1.2 倍程
度ではあったものの，架構端部の変形角で見ると，両者の
差は概ね 1/2800 rad と極めて微小なものであった。
次にケーブル張力については，大梁切断前のケーブルⅠ

のプレテンションはほぼ解析値通りの値を導入した。大梁
切断後の全ケーブルの張力の合計は，解析値は 1959 kN
で，実測値はその 70%程度の 1345 kN であった。これは，
解析上はケーブルを 1本の引張部材としてモデル化してい
るのに対し，実際は接合治具やロードセルが多数組み合わ
されてケーブルが構成されており，これら相互の接合部の
弾性変形が，実際のケーブル軸剛性と解析上想定したケー
ブルの軸剛性の差異に影響したためと考えられる。
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表 2 6 階 12-13 通り間大梁切断前後のケーブル張力と架構の鉛直変位の増分
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4.2 西側側ケーブル張力調整と 5階大梁切断
4.2.1 西館側ケーブル張力調整
表 3下段は 13-14 通りの大梁切断前後のケーブル張力と

架構の鉛直変位の実測値である。ケーブルの張力調整は，
表 3上段の解析値を目標として西館側のケーブルⅠ，Ⅱの
みについて行い，東館側のケーブルは西館側のケーブル緊
張に起因する除荷分を導入した。結果として，斜吊りケー
ブルの張力は表 3の実測値の「張力調整後」の欄のような
値となった。
4.2.2 5 階大梁切断
大梁切断前後における架構の鉛直変位の増分は，解析値

は C通りで－25.0 mm，D通りで－27.1 mmであり，実測
値は C 通りで－28.0 mm，D 通りで－33.0 mm であった。
架構端部の変形角で見ると両者の差は，C 通りで 1/5300
rad，D 通りで 1/2700 rad であり，6 階大梁切断時と同様

に極めて微小であった。また，大梁切断後の全ケーブル張
力の合計は，解析値で 1852 kN，実測値で 1904 kN であ
り，実測値は解析値の僅か 3%増しという結果を得た。
以上に示した解析値と実測値の対応は，本構造解析は施

工中の架構の挙動を精度良く捉えていたことはもとより，
施工時の重量も精度良く想定できていたことを示唆するも
のであると考えられる。

5．まとめ
鉄道営業線直上に跨がる 3層のトラス構造物の最下層を

斜吊り工法を用いて解体し，その施工結果を報告した。本
工事は，建物を隣接建物からケーブルで斜吊り支持しなが
ら解体するという特殊な事例であったが，構造解析結果に
基づいて綿密に立案した施工計画によって，安全に工事を
完遂することができた。
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表 3 5 階 13-14 通り間大梁切断前後のケーブル張力と架構の鉛直変位の増分
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INVESTIGATION FOR DEMOLITION OF A TRUSS STRUCTURES
LOCATED JUST ABOVE THE OPERATING RAILWAYS USING THE SUSPENSION METHOD

H. Nakata, Y. Nakamoto, M. Shojiro

This is a paper describes about a technical support for a demolition works of a truss structures by means of suspension
method. The truss structures is 3 stories and 33 meters span, and is located just above operating railways and a platform of
a railway station.
The Finite Element Analysis was employed to confirm stress of the member and deformation of the structures. The

upper two stories were demolished without the reinforcement of the frame based on the analytical results. In a phase of
demolition of bottom story, suspension method is employed to ensure stability of the frame and safety of the work because
the truss structures is located just above the operating railways and we cannot stop the railway operation by the work.
It was confirmed that the finite element analysis is useful to predict the behavior of a truss-type structure and to apply
the result to the safe demolition work.


