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1. 審査証明対象技術

1.1 審査証明依頼者

栗本コンクリート工業株式会社

藤村ヒューム管株式会社

1.2 技術の名称

アーマー・ヒュームセグメント（Armor Hume Segment）
―鋼殻と遠心力締固めコンクリートで構成されるセグメント―

1.3 技術の概要

アーマー・ヒュームセグメントは図1.3-1に示すように，鉄筋を組み込んだ鋼殻（鋼製セグメントの縦

リブを省略した構造）の内側に遠心力締固めコンクリートを打設した鋼とコンクリートから構成されるセ

グメントである．

鉄筋は，25G程度の加速度によるトンネル半径方向外側の遠心力が作用しても所定の位置とかぶ

りが確保できるように，さらに，設計上必要となるセグメントの剛性と強度を確保するために（【付属資

料】pp.48～51およびp.118参照），主筋に関して 図1.3-1 a）および写真1.3-1に示すとおり鋼殻に溶

接されている．

また，必要に応じてセグメントの内面には図1.3-2および図1.3-3に示すようにライニング（不飽和ポ

リエステル樹脂層）を設けることができる．この場合，このライニング（厚さｔ3=4mm）は「下水道コンクリ

ート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成19年7月，日本下水道事業団）に規定

された塗布型ライニング工法の品質規格D1種を満足するもの（【参考資料】pp.128～143参照）で，

「下水道シールド工事用二次覆工一体型セグメント設計・施工指針」（平成21年2月，東京都下水道

サービス株式会社）に規定されているコンクリートによる『防食層（厚さt2=50mm）』と同等以上の防食

機能を有するためセグメントの厚さを薄くできる効果がある．また，ライニングの粗度係数は0.010であ

り，硬質塩化ビニル管や強化プラスチック複合管（FRPM管）と同等であるため，内面の粗度係数が

0.013のコンクリート製セグメントに対してトンネル内径を小さくすることが可能で，これに追随してトン

ネル外径も小さくすることが可能である．

a）コンクリートの打設前の鋼殻と鉄筋               b）コンクリートの打設後

図1.3-1 アーマー・ヒュームセグメントの概要図
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写真1.3-1 コンクリート打設前の鋼殻と鉄筋の状況

a）セグメントの内面にライニングがない場合  b）セグメントの内面にライニングを施す場合

図1.3-2 アーマー・ヒュームセグメントのライニングの有無

a）ライニングなし                    b）ライニングあり

図1.3-3 アーマー・ヒュームセグメントの内面処理方法

継手ボックス埋込ナット 配力筋

主筋の溶接

セグメント継ぎボルト

主筋
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1.4 適用範囲

アーマー・ヒュームセグメントは，トンネル外径φ3800mmまでの製造が可能である．このため，用

水，上下水道，電力，通信，ガス導管，共同溝などに適用できる．

①断面形状・寸法

・形状 ： 円形

・外径 ： φ1140mm～φ3800mm
・内径 ： φ1000mm～φ3600mm程度

・セグメント幅 ： 300mm程度～最大1200mm
②地質

鋼製セグメントおよびコンクリート系セグメントと同様に，軟弱地盤から硬質地盤まで適用が可能で

ある．

③最小曲線半径

一般的な鋼製セグメントを使用した場合と同程度である．
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2. 開発の趣旨

シールド工事に用いられるコンクリート系セグメント（コンクリートセグメント，コンクリート中詰め鋼製

セグメントおよび鋼・コンクリート合成セグメントなど）は，それぞれの形状に合わせた型枠を製作して

コンクリートを打設後，コンクリートに振動などを与えることで締固めて製造するのが一般的である．

一方，ヒューム管の製造方法である遠心力成形法は，円筒状の型枠を高速で回転して型枠内に

打設したコンクリートに大きな遠心力を作用させコンクリートを締め固めるところに特徴がある．

鋼殻と遠心力締固めコンクリートで構成される本セグメント（アーマー・ヒュームセグメント）は，製造

時に遠心力成形法を用いる．この製造法により打設したコンクリートは，急速に圧密され余剰水が排

除されることで打設前よりも実質的な水セメント比が小さくなるとともに，通常のセグメントよりもコンクリ

ートの密実性が高くなるため，高強度で水密性に富む品質のよいセグメントが製造できる．

また，外型枠兼用の鋼殻は，遠心力により締固められたコンクリートを覆うことで内水圧に対応し，

必要に応じてセグメント内面にライニングを施すことにより長期にわたる耐久性や耐腐食性が向上す

るなどの付加価値をもたせることができる．

さらにひとつのヒューム管の型枠で一度に2リング以上のセグメントが製造できるため製造工期の

短縮を図ることができ，また，型枠の鋼材量および機械加工面積の削減によりセグメントの低コスト化

が可能となる．

以上のことから本セグメントについて，内水圧が作用するトンネルや腐食性環境下のトンネルなど

の厳しい条件下のトンネルを対象としてその力学的特性，内水圧作用時のセグメントリングの止水性，

セグメント内面のライニング材の品質および製作精度の確認を行い，アーマー・ヒュームセグメントが

さまざまな用途のシールド工事に適用できるセグメントであることを実証し，シールド工事のトータルコ

ストの低減および工期短縮に寄与することを開発の趣旨とする．

3. 開発の目標

（1）セグメント本体が設計上必要となる剛性と強度を有すること．

（2）セグメントのセグメント継手が設計上必要となる剛性と強度を有すること．

（3）セグメントがジャッキ推力に対して設計上必要となる耐力を有すること．

（4）セグメントをリングに組立てた場合に，それが内水圧に対して止水性を有する構造であること．

（5）セグメントの内側にライニングを施す場合には，そのライニング材がガラス繊維強化プラスチッ

ク複合管（FRPM管）と同等以上の耐摩耗性と耐衝撃性を有すること．

（6）セグメントの形状および寸法は，「シールド工事用標準セグメント」※に規定される製作精度と同

等な精度を有すること．

※：（社）土木学会・（社）日本下水道協会共編 シールド工事用標準セグメント（平成13年7月1日改正）
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4. 審査証明の方法

表4-1に，開発目標に対する評価項目および確認方法を示す．

表4-1 開発目標と確認方法

開発目標 確認事項 評価項目 開発目標達成の確認方法

（1）セグメント本体が設

計上必要となる剛性と

強度を有すること．

品質

（力学的性能）

セグメント本体の

剛性および強度

セグメント本体の剛性および強度は，

セグメント単体曲げ試験により確認す

る．設計は従来のセグメントと同様に

鉄筋コンクリート理論による．

（2）セグメントのセグメン

ト継手が設計上必要と

なる剛性と強度を有す

ること．

品質

（力学的性能）

セグメント継手の

剛性および強度

セグメント継手の剛性および強度は，

セグメント継手曲げ試験により確認す

る．設計は従来のセグメントと同様に

力のつり合いを考えた回転ばね理論

による．

（3）セグメントがジャッキ

推力に対して設計上必

要となる耐力を有するこ

と．

品質

（力学的性能）

ジャッキ推力に

対するセグメント

の耐力

ジャッキ推力に対するセグメントの耐

力は，「シールド工事用標準セグメン

ト」に規定されるジャッキ推力試験を

行い，規定値を満足することを確認

する．

（4）セグメントをリングに

組立てた場合に，それ

が内水圧に対して止水

性を有する構造である

こと．

品質

（止水性）

セグメントリングと

しての止水性

セグメントリングの内部に水圧を作用

させて，セグメントの継手部からの漏

水がないことを目視により確認する．

（5）セグメントの内側に

ライニングを施す場合に

は，そのライニング材が

ガラス繊維強化プラスチ

ック複合管（FRPM管）と

同等以上の耐摩耗性と

耐衝撃性を有すること．

耐久性

ライニング材の

耐摩耗性

ライニング材の耐摩耗性は JIS K 
5600-5-9：1999に規定される摩耗試

験により確認する．

ライニング材の

耐衝撃性

ライニング材の耐衝撃性は JIS A 
6916：2000に規定される衝撃試験に

より確認する．

（6）セグメントの形状お

よび寸法は，「シールド

工事用標準セグメント」

に規定される製作精度

と同等な精度を有するこ

と．

出来形

（製作精度）

セグメントの形状

および寸法

セグメントの形状および寸法を計測

し，その結果が「シールド工事用標

準セグメント」に規定される寸法の許

容差内にあることを確認する．

セグメントリング

の形状および寸

法

水平仮組検査の結果が「シールド工

事用標準セグメント」に規定される寸

法の許容差内にあることを確認する．
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5. 審査証明の前提

アーマー・ヒュームセグメントは，適正な品質管理のもとに製造されたものとする．

6. 審査証明の範囲

審査証明は，依頼者より提出された開発の趣旨および開発の目標に対して設定された確認方法

により確認された範囲とする．

7. 審査証明の結果

前記の開発の趣旨および開発の目標に照らして本技術の審査を行った結果，アーマー・ヒューム

セグメントは以下のとおりであった．

（1）セグメント本体が設計上必要となる剛性と強度を有することが認められた．

（2）セグメントのセグメント継手が設計上必要となる剛性と強度を有することが認められた．

（3）セグメントがジャッキ推力に対して設計上必要となる耐力を有することが認められた．

（4）セグメントをリングに組立てた場合に，それが内水圧に対して止水性を有する構造であることが

認められた．

（5）セグメントの内側にライニングを施す場合には，そのライニング材がガラス繊維強化プラスチッ

ク複合管（FRPM管）と同等以上の耐摩耗性と耐衝撃性を有することが認められた．

（6）セグメントの形状および寸法は，「シールド工事用標準セグメント」に規定される製作精度と同

等な精度を有することが認められた．

8. 留意事項および付言

アーマー・ヒュームセグメントの適用にあたっては，安全性，耐久性，品質・出来形，施工性の確保

および周辺環境の保全のため，以下の各項を厳守すること．

（1）工事の設計条件および施工条件等を十分に検討する．

（2）設計は設計マニュアルに基づく．

（3）工事前には「シールド工事用標準セグメント」にしたがって，単体曲げ試験，継手曲げ試験

および推力試験を行う．

（4）セグメント製造の量産体制に入る前には「シールド工事用標準セグメント」にしたがって，形

状および寸法と水平仮組検査を行う．



Ⅱ. 審査証明の詳細
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1. 審査証明対象技術

1.1 審査証明依頼者

栗本コンクリート工業株式会社

藤村ヒューム管株式会社

1.2 技術の名称

アーマー・ヒュームセグメント（Armor Hume Segment）
―鋼殻と遠心力締固めコンクリートで構成されるセグメント―

1.3 技術の概要

1.3.1 セグメント構造の概要

アーマー・ヒュームセグメントは図1.3-1に示すように，鉄筋を組み込んだ鋼殻（鋼製セグメントの縦

リブを省略した構造）の内側に遠心力締固めコンクリートを打設した鋼とコンクリートから構成されるセ

グメントである．

鉄筋は，25G程度の加速度によるトンネル半径方向外側の遠心力が作用しても所定の位置とかぶ

りが確保できるように，さらに，設計上必要となるセグメントの剛性と強度を確保するために（【付属資

料】pp.48～51およびp.118参照），主筋に関して 図1.3-1 a）および写真1.3-1に示すとおり鋼殻に溶

接されている．

また，必要に応じてセグメントの内面には図1.3-2および図1.3-3に示すようにライニング（不飽和ポ

リエステル樹脂層）を設けることができる．この場合，このライニング（厚さｔ3=4mm）は「下水道コンクリ

ート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成19年7月，日本下水道事業団）に規定

された塗布型ライニング工法の品質規格D1種を満足するもの（【参考資料】pp.128～143参照）で，

「下水道シールド工事用二次覆工一体型セグメント設計・施工指針」（平成21年2月，東京都下水道

サービス株式会社）に規定されているコンクリートによる『防食層（厚さt2=50mm）』と同等以上の防食

機能を有するためセグメントの厚さを薄くできる効果がある．また，ライニングの粗度係数は0.010であ

り，硬質塩化ビニル管や強化プラスチック複合管（FRPM管）と同等であるため，内面の粗度係数が

0.013のコンクリート製セグメントに対してトンネル内径を小さくすることが可能で，これに追随してトン

ネル外径も小さくすることが可能である．

a）コンクリートの打設前の鋼殻と鉄筋               b）コンクリートの打設後

図1.3-1 アーマー・ヒュームセグメントの概要図
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写真1.3-1 コンクリート打設前の鋼殻と鉄筋の状況

a）セグメントの内面にライニングがない場合  b）セグメントの内面にライニングを施す場合

図1.3-2 アーマー・ヒュームセグメントのライニングの有無

a）ライニングなし                    b）ライニングあり

図1.3-3 アーマー・ヒュームセグメントの内面処理方法

継手ボックス埋込ナット 配力筋

主筋の溶接

セグメント継ぎボルト

主筋
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1.3.2 アーマー・ヒュームセグメントの製造工程

アーマー・ヒュームセグメントは，図1.3-4および図1.3-5に示すように，リング状に組み立てた鋼殻

のリング継手面に妻枠を設置し，これらをヒューム管製造用の型枠内にセットして，ヒューム管製造機

によって型枠を回転させながらコンクリートを打設することで製造するセグメントである．

鋼殻の製作

↓

鋼殻に鉄筋を設置

↓

鋼殻をリング状に組み立て，妻枠を設置 【図1.3-5 a）】

↓

ヒューム管用型枠に妻枠および鋼殻を設置 【図1.3-5 b）】

↓

ヒューム管用型枠のボルト締め 【図1.3-5 c）】

↓

コンクリートの打設および遠心成形 【図1.3-5 d）】

↓

コンクリートの養生

↓

脱型およびセグメントの分割

↓

セグメントの仕上げ

↓

出荷

図1.3-4 アーマー・ヒュームセグメントの概略製造工程
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a）鋼殻をリング状に組み立てて妻枠を設置

b）ヒューム管用型枠に妻枠および鋼殻を設置

c）ヒューム管用型枠のボルト締め

d）コンクリートの打設と遠心成形

図1.3-5 アーマー・ヒュームセグメントの製造過程の概要
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1.3.3 セグメントの特徴

アーマー・ヒュームセグメントは以下に示す特徴を有している．

1）製造

①既存のヒューム管用型枠の内部にセグメントの鋼殻をリング状に組み立ててコンクリートを打

設するため，1度に2リング分以上のセグメントの製作が可能であり，セグメントの製造効率がよ

い．

②セグメントの外型枠は鋼殻それ自体であるため，新規に製作する型枠はリング状の妻枠とセ

グメント継手の仕切り板のみであり，構造が簡単であり複雑な加工を必要としない．

2）構造

①鋼殻，鉄筋および遠心力締固めコンクリートが構造部材となるため，条件に応じて覆工厚を

薄くできる．

②セグメントの外面が鋼殻で覆われているため，内水圧に対応できるセグメントである．

③セグメント内面にライニングを施す場合にも，その施工はセグメントの製造工程の中で行うこと

ができ，この場合にはライニングが，「下水道シールド工事用二次覆工一体型セグメント設

計・施工指針」に規定されている防食層の代替層として機能するため，セグメントの厚さを薄く

できる．

3）品質

①セグメントの外面が鋼殻で覆われているため，外水圧に対するセグメント本体，注入孔（吊手

金具）およびボルトボックス周辺からの漏水はない．

②セグメントのコンクリートは25G程度の遠心力で締固めるため，密実で品質のよいコンクリート

となる．

4）耐久性

①経年劣化を考慮して，セグメント外面の鋼殻厚さとセグメント内面のライニング厚さを決めるこ

とにより，本セグメントには任意の耐用年数を設定できる．

②セグメントの外面は鋼殻に覆われており，これに加えてセグメントの内面にライニングを設け

れば，セグメント内部のコンクリートは内外面からの腐食性物質による浸食を阻止できるため

その耐久性が向上する．

③セグメント内面にライニングを設けることで，日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の

腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成19年7月）」の塗布型ライニング工法D1種に該

当する耐酸性能を満足する．

④セグメントが鋼殻で覆われ，じん性が高いため，RCセグメントよりも地震時の耐久性に優れる．

5）経済性

①セグメントの外型枠は鋼殻それ自体であるため，新規に製作する型枠はリング状の妻枠とセ

グメント継手の仕切り板のみであり，通常の製造方法により製作するセグメントの型枠に比べ

て鋼材量および機械加工面積が減少し，セグメントの製作コストの低減を図ることができる．

②トンネル内面にライニング（粗度係数が0.010）を設けることで，下水道用トンネルや水路トンネ
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ルなどにおける壁面摩擦抵抗を低減することができる．これにより，トンネルの内径の縮小に

追随してトンネルの外径も小さくすることが可能となり，トンネルの構築コストおよびシールドの

製作コストの低減が期待でき，また，掘削土量の減少にともなう処理コストの低減を図ることが

できる．

③二次覆工が省略できるため，工期の短縮によるコスト低減を図ることができる．

6）施工性

①鋼殻を有するセグメントであるため，シールドジャッキの過度な偏心力やシールドのテールシ

ールとセグメントとのせりなどにより生じるセグメントのひび割れ，およびそれにともなう漏水を

防止できる．

②鋼殻を有するセグメントであるため，セグメントの運搬時や組立て時にセグメントの欠けや割

れが生じにくい．

1.3.4 適用範囲

アーマー・ヒュームセグメントは，トンネル外径φ3800mmまでの製造が可能である．このため，用

水，上下水道，電力，通信，ガス導管，共同溝などに適用できる．

①断面形状・寸法

・形状 ： 円形

・外径 ： φ1140mm～φ3800mm
・内径 ： φ1000mm～φ3600mm程度

・セグメント幅 ： 300mm程度～最大1200mm
②地質

鋼製セグメントおよびコンクリート系セグメントと同様に，軟弱地盤から硬質地盤まで適用が可能で

ある．

③最小曲線半径

一般的な鋼製セグメントを使用した場合と同程度である．
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1.3.5 従来技術との対比

(1) 水路トンネル

アーマー・ヒュームセグメントの内面にライニング層を設けたトンネル技術と従来からの鋼製セグメ

ントの中にFRPM管を布設するトンネル技術（以下，さや管方式のトンネル技術と呼ぶ）との比較を，ト

ンネルの仕上がり内径が2000mmの場合を例にして説明すれば，表 1.3-1および図1.3-6に示すと

おりである．

表 1.3-1 アーマー・ヒュームセグメントによるトンネル技術とさや管方式によるトンネル技術との比較

項目 アーマー・ヒュームセグメント さや管方式

トンネル構造

ライニング層を内面に設けたセ

グメントをリング状に組み立てる

ことによりトンネルが完成する．

鋼製セグメントをリング状に組立てて，まず，さや

管となるトンネルを施工し，その後，その内側に

FRPM管を布設して，両者の空隙にエアモルタ

ルなどを打設してトンネルが完成する．

トンネル内径 2000mm
トンネル外径 2250mm 2750mm
粗度係数 0.010 0.010

内水圧への対応 対応可 対応可

施工性

セグメントを組み立てて目地コ

ーキングを施すだけでトンネル

が完成する．

鋼製セグメントを組み立ててさや管となるトンネ

ルを構築する．つぎに，4～6mのFRPM管を順

次挿入して接続し，トンネルの内面を完成させ

る．最後に，セグメントとの隙間にエアモルタル

などを充填することにより，トンネルが完成する．

工期 短い 長い

経済性

トンネル外径が小さくなること

で，覆工費，シールド費，掘削

土の処分費などが低減でき，さ

らに工期の短縮を図ることがで

きることから，従来技術に比べ

てトータルコストを削減できる．

同じ内空断面を確保するために，トンネル外径

が大きくなり，また工期が長くなるため，トータル

コストが高くなる．

鋼製セグメント

遠心力締固めコンクリート

鋼殻

20002000

27502250

FRPM管

中詰めモルタル

ライニング層

a）アーマー・ヒュームセグメント       b）さや管方式

図1.3-6 アーマー・ヒュームセグメントによるトンネルとさや管方式によるトンネルの断面構造
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(2) 下水道トンネル

アーマー・ヒュームセグメントの内面にライニング層を設けたトンネル技術と従来からの二次覆工一

体型セグメントを用いたトンネル技術との比較を，二次覆工一体型セグメントのトンネルの仕上がり内

径が2800mmの場合を例にして説明すれば，表1.3-2および図1.3-7に示すとおりである．

表1.3-2 ｱｰﾏｰ・ﾋｭｰﾑｾｸﾞﾒﾝﾄによるﾄﾝﾈﾙ技術と二次覆工一体型ｾｸﾞﾒﾝﾄによるﾄﾝﾈﾙ技術との比較

項目 アーマー・ヒュームセグメント 二次覆工一体型セグメント

トンネル構造

ライニング層を内面に設けたセグメントを

リング状に組み立てることによりトンネル

が完成する．

防食層（厚さ50mm）を内面に設けたセグ

メントをリング状に組み立てることによりト

ンネルが完成する．

トンネル内径 2600mm（粗度係数が0.010であるため） 2800mm（粗度係数が0.013であるため）

トンネル外径 2850mm 3200mm
粗度係数 0.010 0.013
内水圧へ

の対応 対応可 対応可

施工性
セグメントを組み立てて目地コーキングを

施すことでトンネルが完成する．

セグメントを組み立てて目地コーキングを

施すことでトンネルが完成する．

工期
シールド工の工期は従来技術とほぼ同じ

であるが，セグメントの製作工期が短い．

シールド工の工期は新技術とほぼ同じで

あるが，セグメントの製作工期が長い．

経済性

トンネル外径が小さくなることで，シール

ド費用，掘削土の処分費用などが低減で

きる．

防食層などのためトンネル外径が大きく

なり，これにともなってシールド外径も大

きくなるため，シールド費用，掘削土の処

分費用などがアーマー・ヒュームセグメン

トに比べて高くなる場合が考えられる．

遠心力締固めコンクリート

鋼殻

2600

2850

2800

RCセグメント

防食層

3200

ライニング層

a）アーマー・ヒュームセグメント     b）二次覆工一体型セグメント

図1.3-7 ｱｰﾏｰ・ﾋｭｰﾑｾｸﾞﾒﾝﾄによるトンネルと二次覆工一体型セグメントによるトンネルの断面構造
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2. 開発の趣旨

シールド工事に用いられるコンクリート系セグメント（コンクリートセグメント，コンクリート中詰め鋼製

セグメントおよび鋼・コンクリート合成セグメントなど）は，それぞれの形状に合わせた型枠を製作して

コンクリートを打設後，コンクリートに振動などを与えることで締固めて製造するのが一般的である．

一方，ヒューム管の製造方法である遠心力成形法は，円筒状の型枠を高速で回転して型枠内に

打設したコンクリートに大きな遠心力を作用させコンクリートを締め固めるところに特徴がある．

鋼殻と遠心力締固めコンクリートで構成される本セグメント（アーマー・ヒュームセグメント）は，製造

時に遠心力成形法を用いる．この製造法により打設したコンクリートは，急速に圧密され余剰水が排

除されることで打設前よりも実質的な水セメント比が小さくなるとともに，通常のセグメントよりもコンクリ

ートの密実性が高くなるため，高強度で水密性に富む品質のよいセグメントが製造できる．

また，外型枠兼用の鋼殻は，遠心力により締固められたコンクリートを覆うことで内水圧に対応し，

必要に応じてセグメント内面にライニングを施すことにより長期にわたる耐久性や耐腐食性が向上す

るなどの付加価値をもたせることができる．

さらにひとつのヒューム管の型枠で一度に2リング以上のセグメントが製造できるため製造工期の

短縮を図ることができ，また，型枠の鋼材量および機械加工面積の削減によりセグメントの低コスト化

が可能となる．

以上のことから本セグメントについて，内水圧が作用するトンネルや腐食性環境下のトンネルなど

の厳しい条件下のトンネルを対象としてその力学的特性，内水圧作用時のセグメントリングの止水性，

セグメント内面のライニング材の品質および製作精度の確認を行い，アーマー・ヒュームセグメントが

さまざまな用途のシールド工事に適用できるセグメントであることを実証し，シールド工事のトータルコ

ストの低減および工期短縮に寄与することを開発の趣旨とする．

3. 開発の目標

（1）セグメント本体が設計上必要となる剛性と強度を有すること．

（2）セグメントのセグメント継手が設計上必要となる剛性と強度を有すること．

（3）セグメントがジャッキ推力に対して設計上必要となる耐力を有すること．

（4）セグメントをリングに組立てた場合に，それが内水圧に対して止水性を有する構造であること．

（5）セグメントの内側にライニングを施す場合には，そのライニング材がガラス繊維強化プラスチッ

ク複合管（FRPM管）と同等以上の耐摩耗性と耐衝撃性を有すること．

（6）セグメントの形状および寸法は，「シールド工事用標準セグメント」※に規定される製作精度と同

等な精度を有すること．

※：（社）土木学会・（社）日本下水道協会共編 シールド工事用標準セグメント（平成13年7月1日改正）
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4. 審査証明の方法

表4-1に，開発目標に対する評価項目および確認方法を示す．

表4-1 開発目標と確認方法

開発目標 確認事項 評価項目 開発目標達成の確認方法

（1）セグメント本体が設

計上必要となる剛性と

強度を有すること．

品質

（力学的性能）

セグメント本体の

剛性および強度

セグメント本体の剛性および強度は，

セグメント単体曲げ試験により確認す

る．設計は従来のセグメントと同様に

鉄筋コンクリート理論による．

（2）セグメントのセグメン

ト継手が設計上必要と

なる剛性と強度を有す

ること．

品質

（力学的性能）

セグメント継手の

剛性および強度

セグメント継手の剛性および強度は，

セグメント継手曲げ試験により確認す

る．設計は従来のセグメントと同様に

力のつり合いを考えた回転ばね理論

による．

（3）セグメントがジャッキ

推力に対して設計上必

要となる耐力を有するこ

と．

品質

（力学的性能）

ジャッキ推力に

対するセグメント

の耐力

ジャッキ推力に対するセグメントの耐

力は，「シールド工事用標準セグメン

ト」に規定されるジャッキ推力試験を

行い，規定値を満足することを確認

する．

（4）セグメントをリングに

組立てた場合に，それ

が内水圧に対して止水

性を有する構造である

こと．

品質

（止水性）

セグメントリングと

しての止水性

セグメントリングの内部に水圧を作用

させて，セグメントの継手部からの漏

水がないことを目視により確認する．

（5）セグメントの内側に

ライニングを施す場合に

は，そのライニング材が

ガラス繊維強化プラスチ

ック複合管（FRPM管）と

同等以上の耐摩耗性と

耐衝撃性を有すること．

耐久性

ライニング材の

耐摩耗性

ライニング材の耐摩耗性は JIS K 
5600-5-9：1999に規定される摩耗試

験により確認する．

ライニング材の

耐衝撃性

ライニング材の耐衝撃性は JIS A 
6916：2000に規定される衝撃試験に

より確認する．

（6）セグメントの形状お

よび寸法は，「シールド

工事用標準セグメント」

に規定される製作精度

と同等な精度を有するこ

と．

出来形

（製作精度）

セグメントの形状

および寸法

セグメントの形状および寸法を計測

し，その結果が「シールド工事用標

準セグメント」に規定される寸法の許

容差内にあることを確認する．

セグメントリング

の形状および寸

法

水平仮組検査の結果が「シールド工

事用標準セグメント」に規定される寸

法の許容差内にあることを確認する．
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5. 試験に用いたセグメントの設計

5.1 設計概要

開発目標を確認するための試験に用いたセグメントは，内水圧がトンネル外側に作用する土水圧

よりも大きくなるような厳しい条件を設定して設計を行った．このため，一般的なシールドトンネルに比

べてトンネルの土被りを小さくする一方で，内水圧は50m相当の水頭を設定した．

セグメントの内径は使用頻度が高いと考えられる仕上がり内径φ2000mmとした．

外荷重によりセグメントに発生する断面力は慣用計算法により求めた．考慮した外荷重は土水圧，

上載荷重および自重である．内水圧による断面力は骨組計算法を用いて求め，これを外荷重による

断面力と重ね合わせて，セグメントに発生する断面力とした．また，セグメントの断面は鋼殻を鉄筋に

換算した複鉄筋RC構造断面と仮定して，応力度を算定した（【付属資料】pp.52～73参照）．

5.2 設計結果

(1) 設計フロー

セグメントの設計フローは図5.2-1に示すとおりである．

設計フローの説明を次ページに示す．

START
↓

（a）設計条件の決定

① 荷重条件（土被り，地下水位，土の単位体積重量，上載荷重等）

② セグメントの形状寸法（内径，外径，厚さ，幅，分割数）

③ 断面力の計算法の決定（慣用計算法，骨組計算法等）

④ 使用材料と許容応力度（鋼殻，コンクリート，鉄筋，継手ボルト等）

↓

（b）設計荷重の算定

（鉛直土圧，水平土圧，地盤反力，水圧，自重，上載荷重，内水圧等）

↓

（c）断面諸量の算定

（断面積，断面二次モーメント，図心半径等）

↓

（d）断面力の算定

（曲げモーメント，軸力，せん断力）

↓

（e）セグメント本体部および継手部の設計

（曲げモーメントと軸力に対する設計，せん断力に対する設計）

↓

END

図5.2-1 セグメントの設計フロー
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（a）設計条件の決定

①荷重条件

荷重条件は「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」を基本とし，各企業者の制定した設

計基準類に準ずるものとする．

②セグメントの形状寸法（内径，外径，厚さ，幅，分割数）

トンネルの用途および荷重条件に応じて，トンネルの寸法（内径，外径，厚さ，分割数）を決定

する．また，トンネルの線形に応じてセグメント幅を決定する．

アーマー・ヒュームセグメントの場合，荷重条件に応じて鋼殻のスキンプレート厚さおよび主桁の

厚さと高さ，遠心力締固めコンクリートの厚さ，鉄筋の径と本数などを決定する．

③断面力の計算法の決定（慣用計算法，骨組計算法等）

セグメントリングの横断方向断面力の算定にあたって用いる構造モデルは以下のとおりである．

a）セグメントリングを曲げ剛性一様なリングと考える方法

b）セグメントリングを多ヒンジ系リングと考える方法

c）セグメントリングを回転ばねをもつリングと考え，千鳥組による添接効果をせん断ばねで評

価する方法

セグメントリングに発生する断面力を算定するにあたり，どの方法を採用するかは，トンネルの用

途，地山の状況，対象とする荷重，セグメントの構造，要求される解析精度，要求される照査の項

目など各種の条件によって異なるため，十分な検討が必要となる．

なお，内水圧が作用する場合は「内水圧が作用するトンネル覆工構造設計の手引き」によるも

のとする．

④使用材料と許容応力度（鋼殻，コンクリート，鉄筋，継手ボルト等）

使用材料と許容応力度は「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」を基本とする．

（b）設計荷重の算定

鉛直土圧，水平土圧，地盤反力，水圧，自重，上載荷重，内水圧等は「トンネル標準示方書 シ

ールド工法・同解説」を基本とする．

（c）断面諸量の算定

断面諸量の算定にあたって，セグメント本体は鉄筋コンクリート理論を準用し，鋼殻と鉄筋を等

価なコンクリート断面に換算して求める．

セグメント継手は，力のつり合いを考えた回転ばね理論により断面諸量を求める．

（d）断面力の算定

断面力は，「（a） ③断面力の計算法の決定」において決定された断面力算定法により算定する．

（e）セグメント本体部および継手部の設計

セグメント本体およびセグメント継手の設計は，曲げモーメントと軸力に対して，「（c）断面諸量の

算定」で求められた断面諸量からそれぞれの部材の応力度を計算して行う．せん断力に対する設

計も同様である．
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(2) 設計に用いた地盤条件

設計に用いた地盤条件を図5.2-2に示す．内水圧はトンネルの内面頂部で0.5MPa（500kN/m2）と

した．

4
00

0
5
0
0
0

1
0
0
0

10
0
0
0

γ＝16kN/m

γ＝11kN/m

γ＝14kN/m

k＝50MN/m

λ＝0.35

土水分離

2
25

0

2
00

0

GL±0.0　▽

地層1

地層2

地層3

3

3

3

3

図5.2-2 設計に用いた地盤条件（単位：mm）
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(3) 設計結果

算出した応力度をもとに設計を行った結果，得られたセグメントの断面およびセグメント継手は図

5.2-3および表5.2-1に示すとおりである．なお，鋼材の鋼種はSM490，鉄筋の種類はSD345である．

a）主断面

b）シール溝の詳細

c）セグメント継手の詳細

図5.2-3 試験に用いたセグメントの断面形状（単位：mm）
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表5.2-1 試験に用いたセグメントの部材の寸法と材質

部材 寸法 材質

スキンプレート 厚さ3mm SM490
主桁 高さ100mm×厚さ12mm SM490
継手板 厚さ12mm SM490
鉄筋 D19×10本 SD345
ボルト M30×4本 10・9

コンクリート － σck＝50N/mm2

(4) 試験に用いたセグメントの断面諸量

設計結果から求められたセグメントの断面諸量を表5.2-2に示す（【付属資料】p.56，p.58および

p.86参照）．

表5.2-2 試験に用いたセグメントの断面諸量

項目 諸量 項目 諸量

セグメントの断面二次モーメント

（ひび割れ発生前）   (m4) 2.56×10-4 セグメントの断面二次モーメント

（ひび割れ発生後）   (m4) 1.38×10-4

セグメントの断面積

（ひび割れ発生前）   (m2) 2.25×10-1 セグメントの断面積

（ひび割れ発生後）   (m2) 1.39×10-1

セグメント継手の回転ばね定数  (kN・m/rad) 1.02×104
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6. 開発目標の確認結果

6.1 開発目標（1）

セグメント本体の剛性と強度は，セグメントの単体曲げ試験を行い，試験結果と解析結果とを比較

することにより確認する．

解析は従来のセグメントと同様に鉄筋コンクリート理論による．

(1) 試験の概要

単体曲げ試験は，外径φ2250mm，幅1200mm，セグメント厚さ125mmのアーマー・ヒュームセグメ

ントのA型セグメントを用い，両端を可動支点とするアーチ状のはりに2点集中荷重を載荷することに

より行った．表6.1-1は試験の条件を，図6.1-1は載荷方法を示したものである．

セグメント単体の抵抗モーメントとそのときの荷重（設計荷重）および破壊モーメントと破壊荷重は

【付属資料】pp.74～78に示すとおりである．

載荷点の間隔2は，「シールド工事用標準セグメント」のpp.29～34に規定されている載荷点の間

隔のうち，セグメント外径が2950mm以下の場合の間隔300mmを適用した．また，荷重の載荷ピッチ

は5ｋNとした．

計測項目は，図6.1-1に示す荷重とセグメント中央および支点の変位，図6.1-2および図6.1-3に示

す位置（セグメントの中央部と端部）の鋼殻と鉄筋のひずみである．写真6.1-1と写真6.1-2は鋼殻と

鉄筋のひずみゲージの貼り付け状況を示したものである．また，写真6.1-3に試験の状況を示す．

表6.1-1 単体曲げ試験の条件

単体の抵抗モーメント 36.4 ｋN・ｍ

単体の破壊モーメント 76.2 ｋN・ｍ

載荷点の間隔2 300 mm
支間長1 1326 mm
単体の設計荷重 142 ｋN

単体の破壊荷重 297 ｋN

セグメント本体が設計上必要となる剛性と強度を有すること．
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図6.1-1 単体曲げ試験の概要（単位：mm）

図6.1-2 鋼殻のひずみゲージの貼付位置（単位：mm）
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図6.1-3 鉄筋のひずみゲージの貼付位置（単位：mm）
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写真6.1-1 鋼殻のひずみゲージの貼付状況

写真6.1-2 鉄筋のひずみゲージの貼付状況

写真6.1-3 単体曲げ試験の状況

ひずみゲージ

ひずみゲージ
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(2) ひずみの試験結果

図6.1-4は，縦軸をセグメント内面からの距離，横軸をひずみの値としたセグメント断面のひずみ分

布を示したものである．

コンクリートのひび割れ発生荷重前（ひび割れ発生荷重70kN）の荷重とひずみとの関係のグラフ，

および，ひび割れ発生後から設計荷重142kNまでの荷重とひずみとの関係のグラフにおいて，ひず

みは最小二乗法を用いて荷重の代表値50ｋNと100ｋNに対する値を求めた．

黒線はセグメント中央部の鋼殻（スキンプレートと主桁）のひずみ分布，青色の点はセグメント中央

部の鉄筋ひずみの値である．また，赤線はセグメント端部（セグメント中央部から24.59度の位置 図

6.1-2参照）の鋼殻（スキンプレートと主桁）のひずみ分布，黄色の点はセグメント端部（セグメント中央

部から24.59度の位置 図6.1-3参照）の鉄筋ひずみの値である．

これらの図から，鋼殻と鉄筋のひずみ分布がほぼ直線となっており，平面保持の仮定が成り立つ

と考えられる．
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  a）ひび割れ発生前（代表荷重P=50kN）     b）ひび割れ発生後（代表荷重P=100kN）

図6.1-4 鋼殻と鉄筋のひずみ分布

(3) セグメント本体の剛性の評価方法と解析方法

(2)の結果から，セグメント本体の断面剛性は，鋼殻を鉄筋として換算した複鉄筋RC構造断面とし

て算定する（【付属資料】p.56およびp.58参照）．

解析は，複鉄筋RC構造断面の剛性をもつはりに図6.1-1に示した荷重が作用するものとしてモデ

ル化し骨組計算法を用いて行った（【付属資料】p.80参照）．

また，「1.3.1 セグメント構造の概要（p.7）」で記述したように，設計上必要となるセグメントの剛性と

強度を確保するためには，鋼殻に鉄筋を溶接することが必要である（【付属資料】pp.48～51参照）．
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(4) 変位の試験結果と解析結果との比較

図6.1-5は，荷重とセグメント中央の鉛直変位との関係を表した図である．鉛直変位は，計測された

セグメント中央の鉛直変位から支点の鉛直変位を差し引いたものである．図中，青の点は試験結果

を，緑の実線はひび割れ発生前の解析結果を，また赤の実線はひび割れ発生後の解析結果を示し

ている．

計算上の破壊荷重297ｋNに対して単体曲げ試験の最大荷重はPmax＝328ｋNとなったため，本セ

グメントが十分な耐力を有していることが確認された．なお，ひび割れ発生荷重は70ｋNであった．

また，設計荷重142kNまでの範囲内において，ひび割れ発生前とひび割れ発生後の鉛直変位の

試験結果は解析結果とその勾配がほぼ一致することから，セグメントの剛性は鋼殻を鉄筋として換算

した複鉄筋RC構造断面の剛性と同等であることが確認された．
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図6.1-5 荷重－変位曲線(単体曲げ試験)

(5) 確認結果

セグメント単体の曲げ試験結果から，表6.1-2に示すとおりセグメント本体が設計上必要となる剛性

と強度を有することが確認された．

表6.1-2 単体曲げ試験の確認結果

項目 試験結果 目標値（解析結果） 確認結果

単体の破壊荷重（強度） 328ｋN※1） 297ｋN※2） OK

セグメントの剛性（ひび割れ発生前）
試験結果の勾配と解析結果の勾配

はほぼ一致した OK

セグメントの剛性（ひび割れ発生後）

設計荷重までの範囲内において，

試験結果の勾配と解析結果の勾配

はほぼ一致した
OK

※1）図6.1-5より， ※2）表6.1-1より

以上のことから，開発目標（1）が確認された．

297kN

142kN

ひび割れ発生 70kN

328kN
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6.2 開発目標（2）

セグメント継手の剛性と強度は，セグメントの継手曲げ試験を行い，試験結果と解析結果とを比較

することにより確認する．

解析は従来のセグメントと同様に力のつり合いを考えた回転ばね理論による．

(1) 試験の概要

セグメントの継手曲げ試験は，外径φ2250mm，幅1200mm，セグメント厚さ125mmのアーマー・ヒ

ュームセグメントのA型セグメントを２ピース用いて，それらをボルトにより接合し，単体曲げ試験と同

様に，両端を可動支点とするアーチ状のはりに2点集中荷重を載荷することにより行った．表6.2-1は

試験条件を，図6.2-1および写真6.2-1は載荷方法を示したものである．

また，セグメント継手の抵抗モーメントとそのときの荷重（設計荷重）および破壊モーメントと破壊荷

重は【付属資料】pp.81～84に示すとおりである．

載荷点の間隔4は，「シールド工事用標準セグメント」のpp.29～34に規定されている載荷点の間

隔のうち，セグメント外径が2750mm以下の場合の間隔600mmを適用した．

荷重の載荷ピッチは2.5ｋNとした．計測項目は，荷重およびセグメント中央と支点の変位である．

表6.2-1 継手曲げ試験の条件

継手の抵抗モーメント 21.9 ｋN・ｍ

継手の破壊モーメント 45.7 ｋN・ｍ

載荷点の間隔4 600 mm
支間長3 1985 mm
継手の設計荷重 63 ｋN

継手の破壊荷重 132 ｋN

セグメントのセグメント継手が設計上必要となる剛性と強度を有すること．
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図6.2-1 継手曲げ試験の概要（単位：mm）

写真6.2-1 継手曲げ試験の状況
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(2) セグメント継手の剛性の評価方法と解析方法

セグメント継手の剛性は力のつり合いを考えた回転ばねとして評価する．

セグメント継手の回転ばね定数は，ボルトボックスとボルトをばねに置き換え，図6.2-2に示すセグ

メント継手の曲げに対する力のつり合いと変形状態から算定する（【付属資料】pp.85～86参照）．

解析は，図6.2-1に示す図において中央部にセグメント継手の回転ばねを配置した骨組計算法を

用いて行った（【付属資料】p.87参照）．

  a）力のつり合い                   b）変形状態

図6.2-2 セグメント継手の曲げに対する力のつり合いと変形状態

(3) 変位の試験結果と解析結果との比較

図6.2-3は荷重とセグメント中央の鉛直変位との関係を示した図である．鉛直変位は，計測された

セグメント中央の鉛直変位から支点の鉛直変位を差し引いたものである．図中，青の点は試験結果

を，緑の実線はセグメント本体のひび割れ発生前の解析結果を，また赤の実線はひび割れ発生後

の解析結果を示している．

計算上の破壊荷重132ｋNに対して最大荷重Pmax＝169ｋNとなったことから，セグメント継手が十分

な耐力を有していることが確認された．なお，セグメント本体のひび割れ発生荷重は47.5ｋNであった．

また，設計荷重63kNまでの範囲内において，セグメント本体のひび割れ発生前の鉛直変位の試

験結果は解析結果とその勾配がよく一致している．ひび割れ発生後の鉛直変位の試験結果は解析

結果とその勾配がほぼ一致している．このため，セグメント継手の剛性が【付属資料】pp.85～86に示

す回転ばねの剛性と同等であることが確認された．

M：曲げモーメント

C：曲げによって生ずる圧縮応力の総計

T：ボルトに生ずる内力の総計

d：ボルト中心よりセグメント外縁までの距離

θ：継手部の回転角

δ：継手部の変位
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図6.2-3 荷重－変位曲線（継手曲げ試験）

(4) 確認結果

継手曲げ試験の結果から，表6.2-2に示すとおり，セグメント継手が設計上必要となる剛性と強度

を有していることが確認された．

表6.2-2 継手曲げ試験の確認結果

項目 試験結果 目標値（解析結果） 確認結果

セグメント継手の破壊荷重（強度） 169ｋN※1） 132ｋN※2） OK

セグメント継手の剛性（ひび割れ発生前）
試験結果の勾配と解析結果の勾配

はよく一致した OK

セグメント継手の剛性（ひび割れ発生後）

設計荷重までの範囲内において，

試験結果の勾配と解析結果の勾配

はほぼ一致した
OK

※1）図6.2-3より， ※2）表6.2-1より

以上のことから，開発目標（2）が確認された．

169kN

132kN

63kN

ひび割れ発生 47.5kN
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6.3 開発目標（3）

ジャッキ推力に対するセグメントの耐力は，「シールド工事用標準セグメント」に規定されるジャッキ

推力試験を行い，規定値を満足することを確認する．

(1) 試験の概要

ジャッキ推力に対するセグメントの耐力試験は，「シールド工事用標準セグメント」のpp.300～301
に規定される方法で行った．図6.3-1はジャッキ推力試験に用いたスプレッダー形状（緩衝材の形

状）を示したものであり，外径φ2250mm（内径φ2000mm）のセグメントに使用されるものを想定した．

ジャッキ推力の許容耐力と耐力は，「シールド工事用標準セグメント」のpp.29～34に規定されてい

る，セグメント外径2150mm～2350mmのもののうち大きい方の耐力とした（【付属資料】p.88参照）．

表6.3-1は試験条件を，図6.3-2は載荷方法の概要をそれぞれ示したものである．ジャッキの偏心

量eは，「シールド工事用標準セグメント」の規定にしたがってセグメント断面中心から内側に10mmと

して推力試験を行った．

2
1
3

552

622.5

図6.3-1 ジャッキ推力試験に用いたスプレッダー形状（緩衝材の形状）（単位：mm）

表6.3-1 ジャッキ推力試験の条件

偏心量 10 mm
許容耐力 700 ｋN

耐力 1050 ｋN

セグメントがジャッキ推力に対して設計上必要となる耐力を有すること．
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図6.3-2 ジャッキ推力試験の概要

(2) 試験結果

表6.3-1に示す耐力P＝1050ｋNに対して，セグメント表面のひび割れ，ひび割れ音などは発生せ

ず，本セグメントがジャッキ推力に対して十分な耐力を有することが確認された．

写真6.3-1 ジャッキ推力試験の状況

(3) 確認結果

セグメントのジャッキ推力試験の結果から，表6.3-2に示すとおり，設計上必要となる耐力が確認さ

れた．

表6.3-2 ジャッキ推力試験の確認結果

項目 試験結果 目標値 確認結果

ジャッキ推力に対する耐力 1050ｋN 1050ｋN OK

以上のことから，開発目標（3）が確認された．
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6.4 開発目標（4）

セグメントリングの内水圧に対しての止水性は，内径φ2000mmの実規模のセグメントリングを組立

て，その内部に内水圧を作用させる内水圧載荷試験を行い，継手部からの漏水がないことを目視に

より確認する．なお，目地材については，要素試験として目地材の内水圧に対する試験を行い，

1MPaまでの内水圧に対して目地材からの漏水がないことを確認している（【参考資料】pp.120～127
参照）．

(1) 設計最大内水圧

設計最大内水圧とは，p.19で設定した設計条件である内水圧0.5MPaとトンネルに作用する土水

圧を差し引いた最大内水圧である．

図6.4-1に示すとおり，設計条件から求められる土水圧（左図の黒色部分－トンネル外側から作用

する荷重）と内水圧（左図の青色部分－トンネル内側から作用する荷重）をそれぞれの部分で差し引

きすると，設計最大内水圧は右図に示すとおり，

500kN/m2－123kN/m2＝377kN/m2（0.38 MPa（0.38N/mm2））

となる．

163kN/m
2

500kN/m
2

206kN/m
2

520kN/m
2

123kN/m
2
500kN/m

2

151kN/m
2
520kN/m

2

337kN/m (0.34MPa)
2

377kN/m (0.38MPa)
2

369kN/m (0.37MPa)
2

314kN/m (0.31MPa)
2

g

外圧（土水圧）

内水圧

a）設計条件から求められる土水圧と内水圧       b）内水圧試験の設計最大内水圧

図6.4-1 セグメントに作用する水圧

(2) 試験概要

図6.4-2および写真6.4-1は試験装置の概要を示したものである．まず，左右に幅600mmのセグメ

ントリングを，中央に幅1200mmのセグメントリングを３リング分組み立てる．つぎに，セグメントリングの

内側には，外径φ1938mmの内挿管を入れ，この内挿管とセグメントリングの両端部は止水材を付け

た鋼板で挟み，両端部の鋼板をタイロッドにより締め付ける．最後に，内挿管とセグメントとの間に水

を充填して水圧を作用させる．

作用させる水圧は0.05MPa（0.05N/mm2）ずつ上昇させ，それぞれの水圧において「下水道推進

工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2」（平成11年11月1日改正，（社）日本下水道協会）に規定さ

セグメントをリングに組立てた場合に，それが内水圧に対して止水性を有する構造であること．
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れている「継手部の水密試験」要領を参考に，3分間水圧を保持し，セグメントの継手部から漏水が

発生するまで水圧を上昇させて漏水が発生する最大内水圧を確認する．

図6.4-2 内水圧試験の概要

写真6.4-1 内水圧試験の状況
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(3) 試験結果

図6.4-3は内水圧載荷試験の結果を示したものである．

本試験で作用させた内水圧の範囲内において，目視による確認ではセグメントリングからの漏水

はなかった．

試験は，内水圧0.38MPaを作用させたとき，試験装置であるセグメント両端部の鋼板から漏水が発

生し，3分間の圧力保持ができなくなったため終了した．この内水圧0.38MPa（0.38N/mm2）は本セグ

メントの設計条件から求められる設計最大内水圧（(1)参照）と等しかった．
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内
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Pmax＝0.38MPa

図6.4-3 内水圧試験の結果

(4) 確認結果

セグメントリングの内側に内水圧を作用させる内水圧試験の結果から，図6.4-3に示すとおり

0.38MPaまでの内水圧に対して，漏水がないことを目視により確認した．

以上のことから，開発目標（4）が確認された．
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6.5 開発目標（5）

セグメントの内面にライニング材を設置する場合に，ライニング材の耐摩耗性試験および耐衝撃

性試験は公的機関（（財）日本塗料検査協会）において実施し，FRPM管と同等以上の耐摩耗性と

耐衝撃性を有することを確認する．

ライニング材（不飽和ポリエステル樹脂層）は，ヒューム管ではすでに製品化されており，「下水道

コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食マニュアル」（平成19年7月，日本下水道事業団）に規

定される塗布型ライニング工法の品質規格D1種を満足するものである（【参考資料】pp.128～143参
照）．また，ライニング材のヒューム管における実績は673件（昭和62年度～平成21年度）ある．

6.5.1 ライニング材の耐摩耗性

本セグメントの内面には不飽和ポリエステル樹脂系のライニング材を塗布する．本ライニング材お

よびFRPM管ともトンネル内では曲面形状であるため，耐摩耗性試験はそれぞれ100mm×100mmの

平板試験片を作成し公的機関に依頼して行い，それぞれの摩耗減量を測定してライニング材の摩

耗減量がFRPMと同等以下であることを確認する．

(1) 試験の概要

本ライニング材およびFRPMの耐摩耗性試験は，JIS K 5600-5-9:1999 耐摩耗性（摩耗輪法）によ

り，図6.5-1に示す摩耗試験器を用いて行った．

図6.5-1 耐摩耗性試験の概要

a ) 摩耗試験器

摩耗試験器の構成要素は以下のとおりである．

①回転盤：試験片を中央に載せ，固定することができ，60±2rpmの速度で回転可能なものとす

る．

セグメントの内側にライニングを施す場合には，そのライニング材がガラス繊維強化プラスチック複

合管（FRPM管）と同等以上の耐摩耗性と耐衝撃性を有すること．
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②摩耗輪（2個）：いずれも厚さが12.7±0.2mmである．二つの摩耗輪は回転盤に載せて自由に

水平軸の周りに回転することができる．二つの摩耗輪は相対する面の間隔が53.0±0.5mm離

れ，二つの軸をつなぐ仮想ラインは回転盤の中心軸から19.1±0.1mmの距離にある．摩耗輪

の外径は新品のとき，51.6±0.1mmであり，44.4mmより小さくてはならない．

③計数器：回転盤の回転数を計測する．

④2個のノズルをもつ吸引装置：一つのノズルは，2個の摩耗輪の間に，他の一つは回転盤上の

反対側に位置する．二つのノズルの間隔は75±2mmであり，試験片との間隔は1～2mmであ

る．

試験条件は以下に示すとおりである．

b ) 荷重

それぞれの摩耗輪の質量を9.8Nとする．

c ) 試験片

試験片は100mm×100mmとする．

d ) 回転数

回転数は1000回とする．

e ) 測定

試験前後の試験片の質量を0.1mgのけたまではかる．測定は3回行い摩耗減量の平均値を計算し，

1mgのけたで記録する．

(2) 試験結果

表6.5-1は本ライニング材とFRPMの耐摩耗性試験結果を示したものである．これらの試験結果の

詳細は【付属資料】pp.89～90に示してある．

この表から不飽和ポリエステル樹脂系ライニング材の摩耗減量は，FRPMの摩耗減量よりも小さい

ことがわかる．

表6.5-1 ライニング材の耐摩耗性試験の結果

試験項目 摩耗減量（mg）

耐摩耗性試験 ライニング材 FRPM
1回目 26.1 48.1
2回目 28.5 46.3
3回目 15.4 46.8

平均 23.3 47.1

(3) 確認結果

公的機関による試験結果から，表6.5-1に示すとおり，本セグメントの内側に塗布する不飽和ポリエ

ステル樹脂系ライニング材はFRPMと同等以上の耐摩耗性を有することが確認された．



39

6.5.2 ライニング材の耐衝撃性

本セグメントの内面に塗布した不飽和ポリエステル樹脂系のライニング材の耐衝撃性試験は，公

的機関に依頼して行い，ライニング材のひび割れおよびはがれがないことを確認する．

(1) 試験概要

ライニング材の耐衝撃性は，JIS A 6916:2000 建築用下地調整塗材 7．10項に規定された耐衝

撃性試験に従い，ライニング材のひび割れおよびはがれの有無を目視で確認する．

a ) 試験体

試験体の基板（図6.5-2の「試験板」）は，JIS A 5430に規定する厚さ4mmのフレキシブル板を300
×150mmに切断したものとし，ライニング材（図6.5-2の「内面被覆材」）を塗布した板を基板の表面に

設置する．

b ) 試験手順

試験手順は，JIS A 1408に規定する砂上全面支持方法によって，水平に保持した試験体の表面

に，球形おもり（おもりの種類：W2-1000）を所定の高さ（おもりの落下高さ：50cm）から落下させ，表面

のひび割れおよび基板とのはがれの有無を目視によって確認する．

図6.5-2 耐衝撃性試験の概要※

（※：「下水道シールドトンネルの内面被覆工法技術資料」（2002年3月（財），下水道新技術推進機構）より）

(2) 試験結果

ライニング材の耐衝撃性試験の結果は表6.5-2に示すとおりである．試験結果の詳細は【付属資

料Ⅰ】p.91に示す．

表6.5-2 ライニング材の耐衝撃性試験結果

試験項目 試験結果

耐衝撃性 ひび割れおよびはがれは認められない．

(3) 確認結果

不飽和ポリエステル樹脂系ライニング材の耐衝撃性試験を行った結果，表6.5-2に示すとおり，ひ

び割れおよびはがれは認められず，耐衝撃性を有することが確認された．

以上に述べたように，各種の性能確認試験の結果から，開発目標（5）が確認された．
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6.6 開発目標（6）

セグメント単体の形状寸法およびセグメントリングに組み立てたときの形状寸法を計測して，それら

が「シールド工事用標準セグメント」に示されている寸法の許容差以内であることを確認する．

6.6.1 セグメントの形状および寸法

(1) 寸法の許容差

本セグメントの寸法の許容差は，表6.6-1に示す「シールド工事用標準セグメント」p.25に規定され

ている寸法の許容差以内とする．

表6.6-1 セグメントの寸法の許容差

項目 寸法の許容差（mm）

セグメント厚さ（h） +5.0～-1.0注1）

セグメント幅（b） ±1.0

弧長（So，Si） ±1.0

ボルト孔ピッチ（d1，d1’，d2，d2’） ±1.0

水平仮組時

の直径

ボルトピッチサークル径（Dp） ±7注2）

セグメントリング外径（Do） ±7注2）

注1） -1.0mmは局部的な肉厚減少の限界を示したものである．

注2） 外径1800mm～3800mmの場合

セグメントの形状および寸法は，「シールド工事用標準セグメント」に規定される製作精度と同等な

精度を有すること．
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(2) セグメントの形状および寸法

セグメントの形状および寸法は図6.6-1に示す寸法の計測箇所に従って計測した．表6.6-2はセグ

メントの形状および寸法の計測結果である．

図6.6-1 セグメントの形状および寸法の計測箇所

表6.6-2 セグメントの形状および寸法の計測結果

項目 設計値（mm） 実測値（mm） 差（mm） 判定

セグメント厚さ（h） 125 127 +2 合格

セグメント幅（b） 1200 1200 ±0 合格

弧長（So） 1631 1632 +1 合格

弧長（Si） 1326 1325 -1 合格

ボルト孔ピッチ（d1） 280 280 ±0 合格

ボルト孔ピッチ（d1’） 120 120 ±0 合格

ボルト孔ピッチ（d2） 507 506 -1 合格

ボルト孔ピッチ（d2’） 255 255 ±0 合格

(3) 確認結果

表6.6-1および表6.6-2より，アーマー・ヒュームセグメントの形状および寸法は，「シールド工事用標

準セグメント」に規定されている寸法の許容差以内であることが確認された．
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6.6.2 セグメントリングの形状および寸法

(1) セグメントリングの形状および寸法

セグメントリングの形状および寸法は図6.6-2に示す寸法の計測箇所に従って計測した．表6.6-3

は形状および寸法の計測結果である．

図6.6-2 セグメントリングの形状および寸法の計測箇所

表6.6-3 セグメントリングの形状および寸法の計測結果

項目 設計値（mm） 実測値（mm） 差（mm） 判定

ボルトピッチサークル径（Dp） 2120 2120 ±0 合格

セグメントリング外径（Do） 2250 2250 ±0 合格

(2) 確認結果

表6.6-1および表6.6-3より，アーマー・ヒュームセグメントリングの形状および寸法は，「シールド工

事用標準セグメント」に規定されている寸法の許容差以内であることが確認された．

以上に述べたように，各種の計測結果から，開発目標（6）が確認された．


