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【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントは，図1.1に示すように鋼殻の内側に遠心力締固めコンクリート

を打設したセグメントで，鋼製セグメントの要素とコンクリート系セグメントの要素を兼ね備えたも

のである．

本設計マニュアルは，このような特徴を有するアーマー・ヒュームセグメントの設計について

その標準を示す．

アーマー・ヒュームセグメントの設計フローを図1.2に示す．

【ライニングなし】           【ライニングあり】

図1.1 アーマー・ヒュームセグメントの概要図

第1章 総則

1.1 はじめに

本設計マニュアルは，アーマー・ヒュームセグメントの設計についての標準を示すもので

ある．なお，細部については責任技術者の判断に委ねるものとする．
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図1.2 設計フロー

START

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）

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）

断面諸量の算定

（断面積，断面二次モーメント，図心半径等）

断面力の算定

（曲げモーメント，軸力，せん断力）

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
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【解 説】

（2）および（3）について

アーマー・ヒュームセグメントはヒューム管の製造方法を応用して製造するため，通常のセグ

メントに比べて以下の制約がある．

・内空断面形状：円形

・外面の断面形状：物理的には多角形にすることができるが，一般的には円形である．

・セグメント外径：φ1140mm程度～φ3800mm
・セグメント内径：φ1000mm～φ3600mm程度

（4）について

アーマー・ヒュームセグメントはヒューム管の型枠を使用して製造することから，セグメントの

最大幅は2500mm程度まで可能であるが，ヒューム管型枠1つにつきアーマー・ヒュームセグメ

ントを2リング以上製造することにより製造効率とコスト低減が実現できる．

このため，現状ではセグメント幅は1200mmを最大とする．

（5）について

アーマー・ヒュームセグメントは鋼殻のあるセグメントであるため，最小曲線半径は通常の鋼

製セグメントと同程度である．

1.2 適用範囲

(1) 本マニュアルは，アーマー・ヒュームセグメントを対象に，その覆工に関する設計の基

本となる事項を示すものである．

(2) アーマー・ヒュームセグメントの内空断面形状は円形である．

(3) アーマー・ヒュームセグメントの適用に当たっては，セグメントの内･外径に制約があり

以下のとおりである．

  セグメント外径：φ1140mm程度～φ3800mm
  セグメント内径：φ1000mm～φ3600mm程度

(4) セグメント幅は最大1200mmである．

(5) 最小曲線半径は，通常の鋼製セグメントと同程度とする．
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【解 説】

① 2006年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・同解説 （社）土木学会

② シールド工事用標準セグメント（平成13年7月） （社）土木学会・（社）日本下水道協会

③ 鉄道構造物等設計標準・同解説シールドトンネル（平成14年12月） （財）鉄道総合技

術研究所

④ 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

⑤ 内水圧が作用するトンネル覆工構造設計の手引き（平成11年3月）（財）先端建設技術

センター

⑥ 2007年制定 コンクリート標準示方書 （社）土木学会

⑦ 道路橋示方書・同解説（平成14年3月） （社）日本道路協会

⑧ 日本工業規格（JIS） （財）日本規格協会

⑨ 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

⑩ セグメントシール材による止水設計手引き（平成9年1月） （社）日本トンネル技術協会

⑪ トンネル・ライブラリー第23号 セグメントの設計【改訂版】 （社）土木学会

⑫ 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2-1999（平成11年11月）（社）日本下水

道協会

1.3 用語の定義

本マニュアルに用いる用語は次のとおりとする．

（1）アーマー・ヒュームセグメント

アーマー・ヒュームセグメントは鋼殻の内側に遠心力締固めコンクリートを打設したセグメ

ントで，鋼殻を鉄筋と見なした鉄筋コンクリート構造とする．

（2）鋼殻

鋼殻の構造は，縦リブのない鋼製セグメントとほぼ同様であり，継手がボルト継手の場合

にはボルトボックスを有する．

（3）遠心力締固めコンクリート

アーマー・ヒュームセグメントはヒューム管型枠内にリング状に組み立てた鋼殻を設置して

型枠を高速回転させながらコンクリートを打設する．このため，セグメントを構成するコンク

リートは25G程度の遠心力が作用し，コンクリート中の水とエアーが取り除かれた品質のよ

い遠心力締固めコンクリートとなる．

（4）ライニング材

ライニング材は，内面の粗度係数を小さくする必要がある場合や二次覆工一体型セグメ

ントの防食層の代わりに用いられるもので，不飽和ポリエステル樹脂からなるものである．

1.4 準拠基準類

本設計マニュアルで参考にした主な示方書，参考書類は以下に示すとおりである．
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【解 説】

(1)～(6)について

上記の荷重の内，(1)～(6)は設計にあたり常に考慮しなければならない基本的な荷重であ

る．

(7)について

内水圧が外部の地下水圧よりも大きくなる場合は，覆工に軸引張力が発生する場合もある

ので，特に詳細に検討しなければならない．

また，内水圧が変動するトンネルや，路線上で内水圧が変化するトンネルでは，この最大，

最小の地点を含めて，設計断面位置を選定する必要がある．

(8)～(13)について

(8)～(13)はトンネルの使用目的，施工条件および立地条件等に応じて配慮すべき荷重で

ある．

企業者によってはこれらの荷重のほかに特殊な荷重を考慮する場合がある．

第2章 荷重

2.1 荷重

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．

2.2 荷重の種類

覆工の設計にあたって考慮する荷重は次のとおりとする．企業者によってはこれらの荷重

のほかに特殊な荷重を考慮する場合がある．

(1) 鉛直土圧および水平土圧

(2) 水圧

(3) 覆工の自重

(4) 上載荷重の影響

(5) 地盤反力

(6) 施工時荷重

(7) 内水圧

(8) 地震の影響

(9) 近接施工の影響

(10) 地盤沈下の影響

(11) 併設トンネルの影響

(12) 内部荷重

(13) その他の荷重
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【解 説】

(1) について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(2)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

緩み土圧の算定法は， Terzaghiの式を採用する（図2.1参照）．

図2.1 緩み土圧の算定（Terzaghiの式）

B1

R0

π/4+φ/2

π/4-φ/2

H

P0

2.3 鉛直および水平土圧

(1) 土圧の算定にあたっての水の取り扱いは，地山の条件に応じて次のどちらかの考え

方によって処理するものとする．

① 土と水を分離して取扱う考え方

② 水を土の一部として包含する考え方

(2) 鉛直土圧は覆工の頂部に作用する等分布荷重とする．その大きさは，トンネルの土被

り，トンネルの断面形状，外径および地山の条件等を考慮して定める．

(3) 水平土圧は覆工の両端部にその横断面の図心直径にわたって水平方向に作用する

等変分布荷重とし，その大きさは，その深さの鉛直土圧に側方土圧係数を乗じて算定する

ものとする．

𝜎 =
𝐵 𝛾− 𝑐

𝐵
𝐾 tan𝜑

∙ 1 − 𝑒 ∙ + 𝑝 ∙ 𝑒 ∙

𝐵 = 𝑅 ∙ cot

π
4 +

𝜑
2

2

σ =
𝐵 𝛾− 𝑐

𝐵
𝐾 tanφ

∙ 1 − 𝑒 ∙

v：Terzaghiの緩み土圧

K0：水平土圧の鉛直土圧の比（通常K0=1としてよい）

：土の内部摩擦角

p0：上載荷重

：土の単位体積重量

c：土の粘着力

但し，p0/がHに比し小さい場合は下式で算定してもよ

い．
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(3)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

表2.1に側方土圧係数と地盤反力係数の値を示す．

表2.1 側方土圧係数（λ）および地盤反力係数（ｋ）

土の扱い 土の種類  k（MN/m3） N値による目安

土水分離

非常によく締まった砂質土 0.35～0.45 30～50 30≦N

締まった砂質土 0.45～0.55 10～30 15≦N＜30

緩い砂質土 0.50～0.60 0～10 N＜15

固結した粘性土 0.35～0.45 30～50 25≦N

硬い粘性土 0.45～0.55 10～30 8≦N＜25

中位の粘性土 0.45～0.55 5～10 4≦N＜8

土水一体

中位の粘性土 0.65～0.75 5～10 4≦N＜8

軟らかい粘性土 0.65～0.75 0～5 2≦N＜4

非常に軟らかい粘性土 0.75～0.85 0 N＜2

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントは，鋼殻と遠心力締固めコンクリートとから構成されることを考

慮して自重の計算を行う必要がある．

自重は，セグメント横断面における図心線に沿って等分布する鉛直方向の荷重wとし，次式

で算定する．

𝑤 =
𝑊

2𝜋 ∙ 𝑅

ここに， W：セグメントの単位長さ当たりの重量（kN/m）

Rc：セグメントの図心半径（m）

2.4 水圧

(1) 水圧は，トンネル施工中および将来の地下水位の変動を想定し，安全な設計となるよ

うな地下水位を設定するものとする．

(2) 鉛直方向の水圧は等分布荷重とし，その大きさは，覆工頂部ではその頂点に作用す

る静水圧，底部ではその底点に作用する静水圧を標準とする．

(3) 水平方向は等変分布荷重とし，その大きさは静水圧とする．

2.5 覆工の自重

自重は，覆工の図心線に沿って分布する鉛直方向の荷重とする．
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覆工の自重を計算する場合の単位体積重量については表2.2を使用してよいが，実重量の

明らかなものはその値を用いるのがよい．

表2.2 覆工の単位体積重量（kN/m3）

鋼殻
遠心力締固め

コンクリート

遠心力締固め

鉄筋コンクリート

単位体積重量 78.5 25.0 26.0

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

(1)について

アーマー・ヒュームセグメントは鋼殻の内側に遠心力締固めコンクリートを打設したセグメント

で，ジャッキ推力は遠心力締固めコンクリートが受け持つものとする．

このため，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「シールド

工事用標準コンクリート系セグメント」p.31～32に規定されている値とする．

2.6 上載荷重の影響

路面交通荷重，建物荷重，盛土荷重等による上載荷重の影響は，覆工に作用する荷重

の実際の状況を再現できるよう載荷するものとし，土中の応力伝播を考慮して定めるものと

する．

2.7 地盤反力

地盤反力の発生範囲，分布形状および大きさは，側方土圧係数および断面力の算定法

との関連から定めるものとする．

2.8 施工時荷重

施工にあたって考慮する荷重は，次のとおりとする．

(1) ジャッキ推力

(2) 裏込め注入圧

(3) エレクターの操作荷重

(4) その他
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(2)，(3)，(4)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

「内水圧が作用するトンネル覆工構造設計の手引き」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

2.9 内水圧

（1）内水圧はトンネルの使用条件や内水位の変動に対して安全な設計になるよう，以下に

示す2種類の内水圧を考慮する．

   ①平常時内水圧

   ②異常時内水圧

（2）鉛直方向の内水圧は，等分布荷重とし，その大きさは，覆工内側頂部に関しては，覆

工頂点の図心に作用する静水圧，底部に関しては，覆工底点の図心に作用する静水圧

を標準とする．

（3）水平方向の水圧は，等変分布荷重とし，その大きさは静水圧とする．

2.10 地震の影響

地震の影響が考えられる場合は，トンネルの使用目的や重要度に応じて，立地条件，地

山の条件，地震動の規模，トンネルの構造と形状およびその他の必要な条件を考慮し検

討を行うものとする．

2.11 近接施工の影響

シールドトンネルの施工時，または完成後に他の構造物が近接して施工されることがあら

かじめ予想される場合には，その影響を十分に検討しなければならない．

2.12 地盤沈下の影響

軟弱地盤中にトンネルを構築する場合には，必要に応じて地盤沈下の影響を検討しな

ければならない．
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【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントは下水道トンネルや水路トンネル等で作用する内水圧に対応

したセグメントである．

内水圧の設定方法については，「内水圧が作用するトンネル覆工構造設計の手引き」の規

定に準ずるものとする．

その他の内部荷重ついては，「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ず

るものとする．

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

2.13 併設トンネルの影響

トンネルを近接して併設する場合には，地山の条件および施工条件等を考慮し，必要に

応じてトンネルの相互干渉および施工時の影響について検討しなければならない．

2.14 内部荷重

内部荷重は，トンネルの完成後に覆工の内側に作用する荷重であり，覆工に大きな影響

を与える場合には，その必要に応じて定めなければならない．

2.15 その他の影響

覆工が，本章の規定外の荷重を受ける場合には，それぞれの実状に即して荷重を設定

し，必要な検討を行うものとする．
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表3.1 使用材料の規格（その1）

種類 規格

（1）セメント

JIS R 5210 ポルトランドセメント

JIS R 5211 高炉セメント

JIS R 5212 シリカセメント

JIS R 5213 フライアッシュセメント

（2）骨材

JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート（附属書1レディーミクス

トコンクリート用骨材）

（3）混和材料

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ

JIS A 6202 コンクリート用膨張材

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末

JIS A 6207 コンクリート用シリカヒューム

（4）鋼材

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材

JIS G 4052 焼入性を保証した構造用鋼鋼材（H鋼）

JIS G 7101 耐候性構造用鋼材

JIS G 7102 構造用耐候性熱間圧延鋼板および鋼帯

JIS G 4401 炭素工具鋼鋼材

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 4801 ばね鋼鋼材

JIS G 4802 ばね用冷間圧延鋼帯

（5）鋼棒および鋼線

JIS G 3112 鉄筋コンクリート用鋼棒

JIS G 3505 軟鋼線材

JIS G 3506 硬鋼線材

JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材

JIS G 3521 硬鋼線

JIS G 3532 鉄線

JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線

JIS G 3538 PC硬鋼線

JIS G 3547 亜鉛めっき鉄線

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線

JIS G 4315 冷間圧造用ステンレス鋼線

第3章 材料

3.1 材料

アーマー・ヒュームセグメントに使用する材料は，表3.1および表3.2の規格に適合する

ものを標準とする．
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表3.2 使用材料の規格（その2）

種類 規格

（6）ボルト・ナッ

トおよび座金

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第1部:ボル

ト，ねじ及び植込みボルト

JIS B 1052 鋼製ナットの機械的性質

JIS B 1180 六角ボルト

JIS B 1181 六角ナット

JIS B 1186 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット

JIS B 1256 平座金

（7）鋼管，プラグ

JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

JIS B 2302 ねじ込み式鋼管製管継手

JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管

JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管

JIS G 3455 高圧配管用炭素鋼鋼管

JIS K 6873 ABS樹脂板

JIS K 6920 プラスチック－ポリアミド（PA）成形用および押出用材料

JIS K 6921 プラスチック－ポリプロピレン（PP）成形用及び押出用材

料

（8）溶接棒および

溶接ワイヤ

JIS Z 3211 軟鋼用被覆アーク溶接棒

JIS Z 3212 高張力鋼用被覆アーク溶接棒

JIS Z 3312 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ

JIS Z 3313 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤ

JIS Z 3351 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ

JIS Z 3352 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス

（9）Oリング，パ

ッキン

JIS B 2401 Oリング

JIS K 6380 ゴムパッキン材料

（10）塗料

JlS K 5621 一般用さび止めペイント

JIS K 5551 エポキシ樹脂塗料

JIS K 5664 タールエポキシ樹脂塗料

JIS K 6894 金属素地上のふっ素樹脂塗膜

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

（11）その他

JIS A 5905 繊維板

JIS A 6005 アスファルトルーフィングシート

JIS E 1118 PCまくらぎ用レール締結装置

JIS K 7015 繊維強化プラスチック引抜材

【解 説】

(1)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(2)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(3)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．
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(4)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

鋼材の機械的性質を表3.3に示す．

表3.3 鋼材の機械的性質

規格 記号
引張強さ

（N/mm2）

降伏点または耐力（N/mm2）

厚さ，径，辺または対辺距離（mm）

16以上 16を越え

40以下

40を越える

もの

一般構造用圧延鋼材

JIS G 3101
SS400
SS490

400～510
490～610

245以上

285以上

235以上

275以上

215以上

255以上

溶接構造用圧延鋼材

JIS G 3106
SM400A,B
SM490A,B
SM490YA,YB
SM520C
SM570

400～510
490～610
490～610
520～640
570～720

245以上

325以上

365以上

365以上

460以上

235以上

315以上

355以上

355以上

450以上

215以上

295以上

335以上

335以上

430以上

(5)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

鉄筋コンクリート用棒鋼の機械的性質を表3.4に示す．

表3.4 鉄筋コンクリート用棒鋼の機械的性質

規格 記号
降伏点

（N/mm2）

引張強さ

（N/mm2）

鉄筋コンクリート用棒鋼

JIS G 3112

熱間圧延棒鋼
SR235
SR295

235
295

380～520
440～600

熱間圧延異形棒鋼

SD295A
SD295B
SD345
SD390
SD490

295
295～390
345～440
390～510
490～625

440～600
440以上

490以上

560以上

620以上
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(6)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

鋼製六角ボルトの機械的性質を表3.5に示す．

表3.5 鋼製六角ボルトの機械的性質

強度区分 4.6 6.8 8.8 10.9

引張強さ 最小値（N/mm2） 400 600 830 1040
降伏点または耐力 最小値（N/mm2） 240 480 660 940

(7)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(8)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(9)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

(10)について

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．
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【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントの遠心力締固めコンクリートは，基本的にヒューム管のコンクリ

ートを使用するため，設計基準強度は50 N/mm2となる．また，条件によっては設計基準強度

70 N/mm2のものも使う可能性がある．

このため，表3.6には一般的なセグメントに用いられるコンクリートの設計基準強度に対する

ヤング係数とともに設計基準強度50 N/mm2と70 N/mm2についてもヤング係数を追記した．

表3.6 コンクリートのヤング係数

設計基準強度ck

（N/mm2） 42 45 48 50 51 54 57 60 70

ヤング係数Ec

（kN/mm2） 33 36 39 41 42 45 47 48 52

表3.7 鋼材のヤング係数

材料 ヤング係数（kN/mm2）

鋼および鋳鋼 Es 210
PC鋼材 Ep 195

3.2 材料のヤング係数

覆工に用いるコンクリートのヤング係数は，その設計基準強度に応じて表3.6のとおりと

する．鋼およびPC鋼材のヤング係数は，表3.7のとおりとする．
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【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントの設計で用いる許容応力度の主なものについては以下に示す．

① コンクリートの許容応力度

「3.2 材料のヤング係数」と同様，アーマー・ヒュームセグメントに用いるコンクリートの許容

応力度は，表4.1に示すように設計基準強度50 N/mm2と70 N/mm2のものについても追記した．

表4.1 コンクリートの許容応力度（N/mm2）

設計基準強度 ck 42 45 48 50 51 54 57 60 70

許容曲げ圧縮応力度 ca 16.0 17.0 18.0 18.7 19.0 20.0 21.0 22.0 25.3

基準の許容せん断応力度 a
※ 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.87

許容付着応力度（異形） 0 2.00 2.10 2.10 2.16 2.20 2.20 2.30 2.30 2.49

許容支圧応力

度

全面載荷 ba 15.0 16.0 17.0 17.7 18.0 19.0 20.0 21.0 24.3

局部載荷 ba 𝜎 ≤ 1/2.8 ∙ 𝜎 𝐴/𝐴   但し，ba≦ck

※aはセグメントの有効高さd=20cm，引張鉄筋比1％として算出したものであるので，「トン

ネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準じて補正が必要である．

② 鉄筋の許容応力度

鉄筋の許容応力度を表4.2に示す．

表4.2 鉄筋の許容応力度（N/mm2）

鉄筋の種類 SR235 SR295 SD295A，B SD345 SD390
許容応力度 140 180 180 200 220

第4章 許容応力度

4.1 許容応力度

アーマー・ヒュームセグメントの構造材料の許容応力度は「トンネル標準示方書 シールド

工法・同解説」の規定に準ずる．
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③ 鋼材および溶接部の許容応力度

鋼材および溶接部の許容応力度を表4.3に示す．

表4.3 鋼材および溶接部の許容応力度（N/mm2）

鋼種
SS400
SM400

SMA400
STK400

SM490
STK490

SM490Y
応力度の種別

構

造

用

鋼

材

許容引張応力度

（純断面につき）（sta）

軸方向応力度

160 215 240
曲げ応力度

許容圧縮応力度

（総断面につき）（sca）

軸方向応力度

曲げ応力度

許容せん断応力度 総断面につき 90 125 140
許容支圧応力度 鋼板と鋼板 220 300 336

溶

接

部

工

場

溶

接

開先溶接

許容引張応力度
160 215 240

許容圧縮応力度

許容せん断応力度 90 125 140

すみ肉溶接

ビード方向の許容引張・

圧縮応力度
160 215 240

の ど 厚に 関す る許 容 引

張・圧縮・せん断応力度
90 125 140

現場溶接 上記の90％を原則とする

④ ボルトの許容応力度

ボルトの許容応力度を表4.4に示す．

表4.4 ボルトの許容応力度（N/mm2）

鋼種
4.6 6.8 8.8 10.9

応力度の種別

許容引張応力度 120 210 290 380
許容せん断応力度 90 150 200 270

【解 説】

「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」の規定に準ずるものとする．

4.2 許容応力度の割増し

一時的な荷重に対しては「4.1」に定める許容応力度を割増しすることができる．
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【解 説】

(1)について

アーマー・ヒュームセグメントは，一般にセグメント継手とリング継手を用いてセグメントをトン

ネル円周方向と軸方向に連結して構築する筒状構造物である．そのため，シールドトンネルに

作用する荷重，トンネルの線形，トンネルの拘束条件および地盤の変形等によっては，その横

断面内の変形と縦断方向の変形とが同時に生ずることとなる．しかし，構造計算の簡便さと影

響の度合いとを考慮して，横断方向と縦断方向に分け各々独立に構造計算してよいものとし

た．なお，構造計算は横断方向を主として行い，縦断方向の構造計算は必要に応じて行う．

(2)について

トンネルの主体構造となるセグメントの設計は，トンネル完成後に長期にわたって作用する

荷重に対して行うほか，必要に応じて以下の検討も行う．

①セグメント組立直後から裏込め注入材が硬化するまでの間のセグメントリングの安定性，

断面力および変形に対する検討

②ジャッキ推力によるセグメントの断面力と変形に対する検討

③裏込め注入圧によるセグメントの断面力と変形に対する検討

④急曲線施工時の検討

⑤地盤が急変する場合の検討

⑥トンネルと立坑接合部の検討

⑦将来予想される荷重変動の影響，近接施工時の影響等，各種状況に応じた検討

⑧内水圧等の内部荷重によるセグメントの断面力と変形に対する検討

施工途中の各段階および完成後の状態に応じて考慮すべき荷重の組合せは，「2.2」に示

す荷重の中から，覆工のおかれている状況に応じて定める必要がある．一般には，覆工に作

用する土圧は大きいほどセグメントの断面力は大きくなるが，たとえば内水圧が作用するトンネ

ルでは，常時には上記のように設計最大土圧を対象として設計しなければならないが，トンネ

ルに作用する内水圧の影響によって，逆にトンネルに作用する土圧が小さいほどトンネルにと

って厳しくなる．このように，荷重の組合せは，覆工のおかれている状況に応じて設定しなけれ

ばならない．

また，大土被りのトンネルにおいては，土水圧荷重による断面力は軸力卓越となるため，設

第5章 横断方向の構造計算

5.1 構造計算の基本

(1) トンネルの構造計算では，横断方向と縦断方向に分けて行うものとする．

(2) トンネルの構造計算は，施工途中の各段階および完成後の状態に応じた荷重に対し

て，安全側となるように行わなければならない．

(3) トンネル横断面に対する設計荷重は，設計の対象となるトンネル区間内の最も不利な

条件をもとに定めなければならない．

(4) アーマー・ヒュームセグメントでは，不静定力または弾性変形の計算において，鋼殻を

考慮して断面性能を定める．
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計上は有利となりセグメント厚さを薄くできるが，地下水圧が大きくなることによってシールドの

切羽圧力が大きくなるために，ジャッキ推力がこれまで以上に大きくなることや裏込め注入圧も

大きくなることで，①，②については慎重な検討が必要となる．

(3)について

荷重を設定するのに必要な土被りおよび地山の条件等は，トンネル縦断方向に対して変化

するのが一般的である．しかし，トンネル縦断方向の荷重条件の変化に応じて覆工を設計す

ることは，施工性と経済性との観点から好ましくない．荷重の条件が著しく変わる区間では，経

済性を考慮してトンネルを縦断方向に区分し，区分したそれぞれの区間では最も不利となる

同一の設計条件で覆工の設計を行うことが望ましい．

(4)について

アーマー・ヒュームセグメントでは，不静定力または弾性変形の計算に用いる断面二次モー

メントは，主断面部材に多量の鋼材（鋼殻）を使用するため，その鋼材の断面二次モーメント

の割合が無視しえないほど大きくなる．このためこれを考慮する必要があり，鉄筋コンクリート

理論を準用して鋼殻を等価なコンクリート断面に換算して断面二次モーメントを求める．その

際に用いるヤング係数比nは，コンクリートの設計基準強度にかかわらず15とする．

一般に，セグメントに発生する曲げモーメントは，その曲げ剛性が大きいほど大きくなる．そ

のため，鉄筋や鋼材を無視した断面二次モーメントを用いれば危険側の計算となる．一方，コ

ンクリートを全断面有効とすれば安全側の設計となる．このため許容応力度設計法では，両者

の特質を勘案し，計算の簡便さを考慮して上記のような取扱い方を定めたものである．なお，

レベル2地震の検討を実施する場合には，広範囲のひび割れを許容することから，ひび割れ

の発生による曲げ剛性の低下が著しいため，曲げ剛性の低下を考慮した部材の非線形性を

考慮して構造計算を行うことが望ましい．レベル2地震に対する検討については，「トンネル標

準示方書 シールド工法・同解説」の「第5編 限界状態設計法」を参考にすることとする．
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【解 説】

「5.1 (4)」および同【解 説】参照．

断面性能算定方法の一例を以下に示す．

(1) ひび割れ発生前

ひび割れ発生前は図5.1に示すように鋼殻と鉄筋を等価なコンクリート断面に換算して断面

性能を定める．

図5.1 ひび割れ発生前のセグメント断面

a ) 鋼殻の断面性能

鋼殻の断面性能を算定するに当たり，スキンプレートの有効幅は図5.2に示すように，鋼製

セグメントの設計と同様にスキンプレートの厚さの25倍とする．

図5.2 鋼殻の有効断面と図心位置

5.2 断面性能の算定

アーマー・ヒュームセグメントは，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断面性能を求める．その際に用いるヤング係数比nは，コンクリート

の設計基準強度にかかわらず15とする．
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b ) セグメントの断面性能（ひび割れ発生前）

セグメントの断面性能を算定するに当たり，鋼殻と鉄筋については等価なコンクリート断面に

換算する．

セグメントの断面性能（ひび割れ発生前）は下図を一例として算定する．

図5.3 ひび割れ発生前のセグメント有効断面
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(2) ひび割れ発生後

ひび割れ発生後は図5.4に示すように引張側のコンクリートを考慮せず断面性能を算定する．

図5.4 ひび割れ発生後のセグメント断面

a ) 鋼殻の断面性能

鋼殻の断面性能は，図5.6に示す中立軸を境に図5.5に示すように上側鉄筋と下側鉄筋に

分割する．

中立軸の位置は収束計算を行って定める．

図5.5 鋼殻の有効断面と図心位置

b ) セグメントの断面性能（ひび割れ発生後）

セグメントの断面性能（ひび割れ発生後）は下図を一例として算定する．

図5.6 ひび割れ発生後のセグメント有効断面
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【解 説】

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．

①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

②セグメントリングを多ヒンジ系リングと考える方法

③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．

【解 説】

セグメントの主断面の応力度は，「5.3」で述べたセグメントリングの断面力の計算法に応じて

算出された断面力のうち，正または負の最大曲げモーメントとそれらの発生位置における軸力

ならびに最大せん断力を用いて計算する．

セグメントは曲がりばりであるが，その半径に対するセグメント高さの比は通常1/10程度以下

であるため，主断面の計算にあたっては単純に曲げモーメントと軸力ならびにせん断力を受け

る真直なはりと考えて計算してよい．ただし，半径に対するセグメント高さの比が大きくなると，

真直なはりと曲がりばりとでは応力度の計算結果に大きな差が生じるため注意を要する．

5.3 断面力の算定

セグメントリングの横断方向の断面力は，施工途中の各段階および完成後における荷重

の作用状態やセグメントの構造特性を考慮して計算するものとする．

5.4 主断面の設計

セグメントの主断面の設計に用いる応力度は，最大の発生断面力を用い，真直なはり部

材として計算するものとする．
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【解 説】

(1)について

アーマー・ヒュームセグメントは鋼製セグメントと類似した鋼殻を有するため，セグメント継手

は鋼製セグメントと同様にセグメント縁端を回転中心として挙動する．このため，ボルト応力度と

継手板の応力度の算定にあたっては図5.7（「セグメントの設計【改訂版】」p.85より抜粋）を

参考に求めるものとする．

(2)について

はり－ばねモデル計算法では，セグメント継手の剛性は回転ばねとして評価し，その回転

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5.8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．

図5.7 鋼製セグメント継手部の断面力

  a）力のつり合い                   b）変形状態

図5.8 継手部における力のつり合いと変形状態

5.5 セグメント継手の設計

(1) セグメント継手は，鋼製セグメントの設計法をもとにセグメント縁端を回転中心としたモ

デルでボルトと継手板の設計を行う．

(2) はり－ばねモデル計算法では，セグメント継手の剛性は回転ばねとして評価する．

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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【解 説】

リング継手の設計に際しては，はり－ばねモデルによる計算法を除いて，その設計

用断面力を計算することができない．このため，慣用計算法や修正慣用計算法により

設計されたセグメントのリング継ぎボルトは，セグメント継ぎボルトと同等の性能を

有するものを用いることが多く，また若干小径のものとしたり，強度の低いものとす

ることもある．

リング継手は，地震の影響や地盤沈下等によるトンネル縦断方向の挙動および施工

の影響に対しても対策を講じておくことが望ましい．また，継手がトンネルの止水性

や施工性との関連において定まることもあるため注意を要する．

【解 説】

シールド推進時に作用するジャッキ推力は，施工時荷重であることから，短期荷重

として扱い，許容応力度の割増を考慮する．

また，ジャッキ重心とセグメント中心位置との偏心量（e）は一般には10mmとする．

図5.9 ジャッキ重心とセグメント中心位置の偏心量

5.6 リング継手の設計

リング継手の設計は，はり－ばねモデルによる計算法によりリング継手の断面力を計算

できる場合および縦断方向の設計を行う場合を除いて，「シールド工事用標準セグメント」

に記載されている同型のリング継手を用いるものとする．

5.7 ジャッキ推力に対する設計

シールド推進時に作用するジャッキ推力に対するセグメントの挙動は，スプレッダー形状，

寸法および偏心によって異なる．

セグメントのジャッキ推力に対する設計にあたっては，これらの実情を考慮して行う．
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【解 説】

セグメントリングからなるトンネル縦断方向の構造計算は，次に示す場合に必要に応じて行

う．

①急曲線施工や急勾配施工の場合

②地震の影響を受ける場合

③併設トンネルの影響を受ける場合

④近接施工の影響や地盤沈下の影響を受ける場合

⑤内部荷重の影響を受ける場合

リング継手によってセグメントリングを軸方向に連結したトンネルの縦断方向の断面力を算

定する場合の構造モデル等については「トンネル標準示方書 シールド工法・同解説」 「第49
条」にしたがうものとする．

第6章 縦断方向の構造計算

トンネルの縦断方向の断面力は，施工途中の各段階および完成後における荷重の作用

状態や覆工の構造特性を考慮して，必要に応じて計算するものとし，「トンネル標準示方

書 シールド工法・同解説」 「第49条」にしたがうものとする．
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【解 説】

(1)について

アーマー・ヒュームセグメントの製造方法である遠心成形法は，25G程度の加速度を作用さ

せてコンクリートを締め固めることにより品質の向上を期待する．このため，鉄筋を固定しないと

遠心成形時に鉄筋が所定の位置から移動してしまう可能性がある．

(2)について

鋼殻に鉄筋を溶接しないと，設計上必要となる剛性と強度を確保できないことが実験により

確認されているため，鉄筋は鋼殻に確実に固定することが必要となる．

【解 説】

(1)について

シール材の設計は，「セグメントシール材による止水設計手引き」を参考に定めるものとする．

(2)について

コーキング材は，トンネルの使用目的に応じて内面の平滑性，外水圧・内水圧に対する止

水性，継手の変位に対する追従性，耐薬品性および耐摩耗性を確保できるように設計するも

のとする．作用する外水圧および内水圧に対しては，コーキング溝の形状やセグメントとの付

着力等を考慮して設計するものとする．

【解 説】

(1)について

セグメント外面の防食は鋼殻のスキンプレートに，要求された耐用年数に応じたさび代を設

第7章 設計細目

7.1 主筋の鋼殻への溶接

主筋は以下の目的から鋼殻に確実に溶接して固定する．

（1）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鉄筋が所定の

位置とかぶりを確保できるようにするため．

（2）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．

7.2 防水工

防水は，トンネルの機能を損なわないように適切な防水工を施す．

（1）シール材は，施工条件およびセグメント構造等を考慮し長期的な止水性能を確保でき

るよう適切に選定する．

（2）コーキング材は，要求性能に対応した材料と品質を適切に選定する．

7.3 防食工

防食工はセグメント外面の防食とセグメント内面の防食とからなる．

（1）セグメント外面の防食

（2）セグメント内面の防食
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けることで対応する．

(2)について

セグメント内面の防食は必要に応じて要求性能に対応した材料と品質を適切に選定する．

「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」に示されている品質

規格D1種に対応したライニング材としては不飽和ポリエステル樹脂性のライニングがある．

【解 説】

(1)について

裏込め注入が均等にできるように必要に応じて注入孔を設ける．

また，セグメントには移動，運搬，組立等の目的で吊手を設けなければならない．

(2)について

吊手金具（裏込め注入孔を兼ねる）は漏水が発生する原因となることもあるが，吊手金具を

鋼殻のスキンプレートに確実に溶接し，溶接箇所からの漏水を防止することにより漏水を防ぐ

ことができる．

吊手金具（裏込め注入孔を兼ねる）は運搬や施工時荷重等に対して安全であるように設計

しなければならない．

吊手金具（裏込め注入孔を兼ねる）の径は，使用する注入材を考慮して定めなければなら

ないが，一般には内径50mm程度を用いている．

【解 説】

アーマー・ヒュームセグメントは鋼殻を有するセグメントリングなので，テーパーセグメントの

形状，寸法およびテーパーリング量の計算は「シールド工事用標準セグメント」の「シールド工

事用標準鋼製セグメント」に準拠する．

7.4 注入孔および吊手

(1) アーマー・ヒュームセグメントは，コンクリート平板形セグメントと同様に裏込め注入孔を

吊手として兼用する．

(2) 吊手金具（裏込め注入孔を兼ねる）は，鋼殻のスキンプレートに確実に溶接し，吊手

金具周囲からの漏水がないようにする．

7.5 テーパーリング

曲線施工や蛇行修正用には，必要なテーパー量を有したテーパーリングを使用する．

標準鋼製セグメントに準拠する．


