
4-(1)-1  二次覆工一体型シールド工法の急曲線部セグメントに 

関する共同研究について 
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1．はじめに  
 東京都では老朽管きょを造り替える再構築事業を推進している．再構築は，新たな施設

に造り替えるとともに能力増にも対応するなど，将来のニーズを見据えながら進めている

事業である． 

この再構築事業で必要とされる幹線や主要枝線の建設は，土地の高度利用化，地下埋設

物の輻輳化などから，周辺地盤や環境などへの影響が少ないシールド工法で施工される傾

向にある．このため，シールド工法のセグメント構造や作業工程の改善等による下水道管

きょの建設コストの縮減と工期短縮への取り組みが進められ，平成 13 年度より，従来の

二次覆工に代わり，二次覆工機能を保持できるセグメントとして，標準セグメントに予め

二次覆工の機能の一部の防食機能として無筋コンクリート 500mm（防食層）を付加した

図 1 の二次覆工一体型セグメントを開発し，直線部での実用化に至った．  
 しかし，曲線部では，曲線特有の偏荷重が作用してコンクリートのひび割れが危惧され， 

このセグメントの使用が制限されている．こ 
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のため，設計時ごとに曲線部の二次覆工が検 

討され，従来の二次覆工方式，高合成コンク 

リート中詰め鋼製セグメント(SSPC），内面被 

覆工の採用など様々な工法が用いられている． 

 このことは，設計が煩雑になると共に工期 

の長期化やコストアップになり，さらに施工 

管理技術の確保が困難な状況を招いている． 

図 1 二次覆工一体型セグメント概要図    

２．技術開発へ方向性 

 このような状況を整理する必要から，工法の標準化が可能かどうかの検討をした．その

結果，二次覆工一体型セグメントの開発時に行った諸実験により，二次覆工一体型に付加

した防食層コンクリートがジャッキ推力の応力伝搬に大きな効果があることが判明した．

一方，曲線部に作用する偏荷重は，シールドジャッキによる推力の影響が大きいことも判

明している．特に，シールドジャッキ推力により，シールドの掘進方向とセグメントの組

立て軸方向の角度の差によるセグメントへの応力作用等は明確でない．    

そこで，この課題を解決するため，施工時荷重におけるセグメントの挙動計測を現場に

て実施した．計測方法は，セグメントに無線式計測機器を埋め込み，セグメントの坑内搬

送時からセグメント組立て時，セグメント組立て後の 2 リング組立て時まで継続して計測

し，整理分析した．そして，防食層の性能に関する実験 1）の知見と，直線用二次覆工一体

型コンクリートセグメントと曲線で使用する縮径セグメント及び調整リングなどのあり方
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を改善することで，コンクリートを主体とした二次覆工一体型急曲線用セグメントの開発

が可能であると判断した． 

 

３．技術開発の方式 

二次覆工一体型急曲線用セグメントの開発方式は，「二次覆工一体型シールド工法の急曲

線部セグメントの開発」として，東京都下水道局が公募する公募型共同研究方式を用いた．

公募の結果，公募者数グループの中から，コンクリートセグメントを主体とした技術内容

（Ⅰ型）と鋼製セグメントを主体とした技術内容（Ⅱ型）を開発目的に沿った適切な技術

と判断して採用した． 

なお，Ⅰ型を開発するグループとⅡ型を開発するグループの共同開発者名は次のとおり

である． 
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図 3 Ⅰ型 B 案概要  

３－１ Ⅰ型グループの共同研究者 

１） 新日鉄（株） 

２） （株）熊谷組 

３） 前田建設工業（株） 

４） フジミ工研（株） 

５） ジオスター（株） 
図 2 Ⅰ型 A 案概要 

 

３－２ Ⅱ型グループの共同研究者 

１） 石川島建材工業（株） 

２） （株）大林組 

３） 佐藤工業（株） 

４） 積水化学工業（株） 
緩 衝

５） （株）小松製作所 
ターンバックル  

６） JFE 建材（株） 鋼 製 セ グ メ ン

図 5 Ⅱ型 B 案概要 図 4 Ⅱ型 A 案概要  

３－３ 提案技術の概要 

提案された技術概要は， 

Ⅰ型グループ：RC セグメントの直線用型枠の中に幅を狭くするための仕切り型枠と，4

側面を補強する鋼板を設置してコンクリートを打設し、その後スキンプ

レートを溶接する図 2 のＡ案と，Ａ案で製作する過程からスキンプレー

トの溶接を省略した図 3 のＢ案である． 

Ⅱ型グループ：発生する歪みを吸収するため、鋼製セグメント内側の主桁及び縦リブに

緩衝材を設置し、コンクリート中詰する図 4 の A 案（緩衝材方式）と，

歪みをターンバックルで調整（鋼枠矯正方式） 

し，コンクリートを中詰する図５の B 案である． 

 

４．技術開発期間 

  Ⅰ型グループ  平成 17 年 5 月 26 日～平成 19 年 3 月 31 日 

  Ⅱ型グループ  平成 17 年 6 月 21 日～平成 19 年 3 月 31 日 

写真 1 Ａ案セグメント  



 

５．Ⅰ型グループの技術開発手順と結果 

 Ⅰ型グループの開発手順は，①供試体の製作，②単体曲げ試 

験，③継手の強度試験，④ジャッキ推力試験，⑥軸方向の耐力 

試験，⑦コストの試算，⑧現場での組立試行工事で実施した． 

５－１ 供試体の製作 

 Ⅰ型は RC セグメントを主体とするため，コンクリートの弱 写真 2 Ｂ案セグメント  
点である引張りや曲げ荷重に対する補強を主眼に，写真 1 の 4 

側面＋背面を鋼板で補強するＡ案と，写真 2 の 4 側面のみを補 

強するＢ案の 2 つのピースを供試体として製作し，単体曲げ試 

験で強度を確認した． 

５－２ 単体曲げ試験 
計算値(kN ‧m)  

試験タイプ 許容時 終局時 

実験値 

(kN ‧m) 

SSPC 16.71 39.15 57.0 以上

A 案 4.2（ 12.3）※ 1） 9.42 45.0 以上

B 案 4.2（ 11.49）※ 1） 9.42 43.2 

 単体曲げ試験では，急曲線部に作

用する裏込め注入圧の偏圧やシール

ドのテールのせり等の不足の荷重に

対しての安全性を確認した．その結

果は表１のとおりである． 

５－３ 継手の強度試験 ※１） 4.2 は鉄筋のみ考慮．（ ）内は側面の鋼板を考慮し

た計算値   試設計で継ぎ手に必要強度を求め、 

その強度の発現と安全性を確認した． ・強度・剛性は使用鋼材量の違いにより SSPC>A 案＞B 案

・B 案は，RC の鉄筋のみ有効として設計値の 10 倍の耐力

表 1 単体曲げ試験  

その結果は表２のとおりである．  
５－４ ジャッキ推力試験  

表 2 継手の強度試験  
 シールドジャッキがセグメントの  

せん断試験  引張試験結果   端部に集中的に作用した場合の耐力  
を確認した．  必要強度 148.5kN 23.3kN 

460kN(ﾋﾟﾝ破断 ) 230kN  試験方法は，セグメント端部より  SSPC 

A 案  408kN(ﾋﾟﾝ破断 ) 230kN 100mm 内側を中心に 120×120mm 
B 案  277kN(ｺﾝｸﾘｰﾄ圧壊 ) 315kN(ｺｰﾝ破壊 )のプレートに 1 点にて載荷した．  

 その結果，950kN でひび割れが発  
 

 

生し，シールドジャッキ 1 本当りの  

800kN を上回り，十分な耐力を確認  
した．  
５－５ 軸方向の耐力試験  
 急曲線部においては図 6 のような 図6 現場施工イメージ  
軸方向の曲げ荷重が発生する．この 

ため，荷重に対する耐力を確認した．  
表 3 軸方向耐力試験  

 試験結果は，表 3 のとおりで，十  
計算値  

 実験値
許容  

分な耐力を確認した．  
終局  ５－６ コストの試算  

A 案  127.5kN 90kN 143kN 

B 案  
 φ2950mm のトンネルを対象にコス  

147.0kN 61kN 97.2kN 
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トの比較をした結果，A 案は従来品  
より高くなり，B 案は，一定数以上製作すれば，従来品よりコストが縮減できることが判

明した．  
５－７ 開発結果  
 A 案及び B 案の試作品にて前述の確認試験をし，コストの比較をした結果，A 案はスキ

ンプレートの後付溶接の熱によるコンクリートの変質，材料費及び手間が多い反面，性能

効果が少ないこと，などから鋼板により 4 側面を補強する B 案をⅠ型の開発品と決定した． 
 

６．Ⅱ型グループの技術開発手順と結果 

 Ⅱ型グループの構造の基本は，通常の曲線用鋼製セグメントに緩衝材を設置してコンク

リートを中詰するものと，鋼枠の歪みをターンバックルで矯正してコンクリートを中詰す

る形状である．開発手順は①鋼枠の歪み試験，②コンクリートを中詰した場合の推力試験，

③緩衝材を設置し，コンクリートを中詰した場合の推力試験，④千鳥組による推力試験，

④単体曲げ試験，⑥現場での組立試行工事で実施した． 

６－１ 鋼枠の歪み試験 

 緩衝材の材質・厚さ・設置位置を決定するため，鋼製セグメントに軸方向荷重を載荷し

て歪みの状況（主桁面の不陸，対角差）を計測すると共に歪みの特性を把握した． 

６－２ コンクリートを中詰した場合の推力試験 

 設計基準強度 42N/mm2 のコンクリートを中詰した鋼製セグメントに軸方向荷重を供試

体の全幅に 1200kN（600kN ジャッキ 2 本を想定）載荷し，コンクリートのひび割れ発生状

況と歪みを計測した．その結果，供試体 1 は 700kN 時に，供試体 2 では 1200kN 時にひび

割れを目視確認した．また，変位はスキンプレート側に大きく発生し，その原因は鋼枠の

製作精度に依存する傾向が強いことが判明した． 
表‐４  緩衝材設置位置による推力試験  

６－３ 緩衝材を設置し，コンクリートを中詰 

した場合の推力試験 

 緩衝材の効果を確認するため，前述の６-２ 

と同じ試験方法で行った．載荷荷重は 大  

1400KN で 10KN ピッチに載荷した．結果は 

表-4 のように緩衝材の効果を確認した． 

 また，鋼枠矯正方式は既に営団地下鉄の直線 

部では実績があるため，軸方向載荷試験は省力 

した． 

６－4 千鳥組による推力試験 

 急曲線部にジャッキ推力が作用すると、鋼枠 

の歪みによる軸方向の曲げ応力が働き，コンク  
リートにひび割れを発生させる．この推力に対  
する耐力及びコンクリートのひび割れを確認す 

るため，写真３により 2 ピースの上に 4 タイプ 

のテーパーセグメントを設置し，3 点で載荷して 

（800kN/台）確認をした． 

タイプ  
緩衝材の  

設置位置  

ひび割れ

発生荷重

なし  A 1000 kN 

スキンプレート，

主桁，継手板  
B 800 kN 

C 縦リブ  1400 kN 

※コンクリート設計基準強度 42N/mm2  

写真－3 千鳥組推力試験  
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結果は，表-５で，縦リブに設置した緩衝材の  

働きにより，ねじれを吸収することが計測上  表‐5 千鳥組推力試験  
でも把握できた． 

タイプ  
緩衝材の  

設置位置  

ひび割れ

発生荷重

A 

６－５ 単体曲げ試験 

 緩衝材を縦リブに設置したコンクリート中 なし  480kN 

B 詰鋼製セグメントとターンバックルで矯正し 
主桁，縦リブ  856kN 

C た 2 供試体のセグメントを用いて，鉛直２点 
縦リブ  2215kN 

D 載荷，両端可動支持で全塑性モーメントまで 
ターンバックル  1250kN 

載荷した．緩衝材を設置したタイプの結果を 
※各ピースの圧縮強度は 52.06～ 64.3N/mm2  

表‐6 単体曲げ試験  

項目 荷重（ kN）  
モーメント  

表－６に示す． 

６－６ 開発結果 

 緩衝材方式と鋼枠矯正方式の諸実験の結果， 
(kN・m) 鋼枠強制方式は歪みの微調整に手間がかかる 

 計算値 実測値  計算値  実測値  こと，ねじれ（対角差）の矯正が不可能なこ 

48 48 16.0 16.0 許容と，緩衝材は設置が容易なことなどから判断 

破壊 120 140 37.5 43.5 して，緩衝材を縦リブに設置するタイプをⅡ 

型の開発品と決定した． 

 

７．試行工事 

 Ⅰ型，Ⅱ型の施工性やひび割れ発生状況などを確認するため，実際の現場で試行した． 

７－１ Ⅰ型の試行内容と結果 

 R=60ｍ（CL8.84ｍ）セグメント形状：φ3000×200×500mm，セグメント継手：セグメン

ト間コーンコネクター，リング間ピン式，セグメント配筋：主筋 D16×3 本（一般部の 1/2

を配筋），製作数：S=4R,T=14R,計 18R（テーパー量：35mm 片テーパー）である． 

 施工結果は，組立時間が 20～30 分程度かかり，一般部と同程度であった．また，目違い，

目開きは１～2mm 程度で問題はなかった．しかし，リングの片押作用と思われる継手部の

コンクリートの剥離と，BC 部のセグメントに軽微な漏水が発生した．原因を分析した結

果，この問題は，工事中の曲線部に割り込んで試行したためで，設計当初から曲線部セグ

メントの幅や調整リングの割付を調整して適切に配置すれば防止可能と判断した． 

７－２ Ⅱ型の試行内容と結果 

R=30m（CL18.949m）セグメント形状：φ2600×175(主桁 122mm)×300:500:1000mm，セ

グメント継手：切羽側面のボルト式，リング間プッシュグリップ，製作数 B=300mm：

S=14R,T=26R（テーパー量：52mm）,B=500mm:S=12R,B=1000mm:2R 計 54R である．また，

その内の B=300mm の S=1R と T=3R に計測用機器を設置してコンクリートブロックのズレ

量，縦リブの発生歪み量やコンクリートの歪み量などを計測した．  

施工結果は，組立時間は一般部と同程度である．ひび割れ（幅 0.2mm 以上）の発生率は

2％以下で，そのひび割れは緩衝材で仕切られたブロックのずれによる表面のひび割れと確

認できた．また，残留目開きが確認されたが漏水は無かった．さらに，計測したことによ

り，ジャッキ推力は中詰コンクリートが負担し，縦リブの緩衝材ではセグメントのねじれ

変形を吸収することも明解に確認でき，施工性，性能とも必要性能を満足するものと判断
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できた． 

８．今後の課題 

 間発したⅠ型，Ⅱ型の急曲線用セグメントを実際の現場に採用するには、要求性能また

は要求仕様などを明確にし、かつ、適切な価格の設定を行う必要がある．早急に必要項目

を整理し，下水道シールド工事用二次覆工一体型セグメント設計・施工指針に記載して採

用する予定である． 

 

９．終わりに 

 シールド工事の施工技術や直線部のセグメント及び継手の技術開発は著しい．また，種

類や形状も多種多様である．しかし，曲線部に対応できるセグメントは高合成のコンクリ

ート中詰鋼製セグメントなど，その数は少なく高価である．今回開発した曲線用の 4 側面

鋼板による補強の RC セグメントは，直線用の型枠を活用する方式であり，型枠代などの

縮減につながる．また，緩衝材により中詰コンクリートをブロック化したセグメントは，

通常の曲線用セグメントに緩衝材を加え，コンクリートを中詰したもので，その製作技術

及び工程は既に確立された技術の積み重ねであり，従来の一次覆工＋現場打ち二次覆工の

価格とほぼ同程度の価格になるもの思われる． 以上の結果から，今回共同開発方式によ

り開発した二次覆工一体型急曲線用セグメントは，シールド工法の大きな技術革新であり、

東京都下水道局の今後の再構築工事の工期短縮とコスト縮減に大いに寄与するものと思わ

れる． 
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