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要旨：本研究ではシールドトンネルの切り開き部を対象として，鋼製セグメントを巻き込まずシールドトン

ネルの外部空間のみを用いた RC 躯体との接合工法の確立を目的とする。本報では，複合応力下における接

合部性能の向上のため，接続部に通常の孔あき鋼板ジベルに加え，フランジ部を追加した場合の検討を実大

モデルの試験体を用いて実施した。その結果，フランジ部は特に引張及び曲げに関する接合部性能を大きく

向上させること，せん断，引張，曲げに対して提案式により実験結果を安全側に評価できることを確認した。 
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1. はじめに 

 著者らはトンネルの切り開き部などを対象として，太

径鉄筋を用いた鋼製セグメントと RC 躯体の接合方法な

どについて検討を行ってきた 1）。通常の孔あき鋼板ジベ

ル(PBL)は合成床板など鋼部材と鉄筋コンクリート部材

界面のせん断力に対するずれ止めとして用いられている
2),3)。ここでは，図－１に示すシールドトンネルと側壁

および底版接合部を対象として，鋼製セグメントを巻き

込まずシールドトンネルの外部空間のみを用いた，簡易

で省スペースで施工可能な接合工法を確立することを目

的とする。そのため，RC 躯体と鋼製セグメントの接続

部に孔あき鋼板ジベルに加え，引張や曲げの負担力増加

のためにフランジ部を追加した鋼板を用いた検討を実施

した（図－２）。トンネルの切り開き部の部材接合部は，

図－３のように作用荷重により複合応力状態になるため，

せん断，引張軸力，曲げモーメントのそれぞれについて

実大試験体による実験を行い，結果をもとにフランジ部

を考慮した設計手法を提案した。本報では，3 種類の実

験結果および提案した設計手法に関して報告する。 

 

2. 実験概要 

 試験体は RC 躯体と鋼製セグメントの接続部を想定し

た実大モデルとした。試験体一覧を表－１に示す。試験

体はせん断試験，引張試験，曲げ試験の各 2 体の計 6 体

で，フランジの有無や鋼板厚さ，孔数などを実験要因と

した。せん断試験および曲げ試験ではシールドセグメン

トを鋼材でモデル化したが，引張試験では接合鋼板のみ

をモデル化した。また，RC 躯体部は軸方向鉄筋やフー

プ筋，配力筋など壁部の配筋を再現した。以下にそれぞ

れの試験について詳述する。  

2.1 せん断実験概要 

試験体 S-WF を例として形状寸法を図－４に示す。試

験要因は孔あき鋼板先端部のフランジ鋼板（幅 60mm，
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図－２ セグメントと RC 躯体接合部

（左：概略図，右：配筋図） 
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厚さ 19mm）の有無と孔あき鋼板の厚さ(フランジ鋼板あ

り:19mm，なし：22mm)である。孔あき鋼板ジベルは，

径 70mmの孔を 1段目に 3箇所，2段目に 2～3箇所設け，

各孔には貫通鉄筋（D19）を配置した。貫通鉄筋は端部

定着板（PL-50×50×19）を用いて定着した。コンクリー

トは下方から充填されるよう打設した。 

 

 載荷は左右の孔あき鋼板ジベルに溶接した鋼材

（H-400×400×36×36）を球座を介して下方へ加力するこ

とにより行った（図－５）。H 形鋼のウェブ上端に切欠き

を入れフランジに直接軸力が作用するようにした。試験

体ベットとコンクリート部との底面に石膏を敷き不陸を

調整した。載荷荷重を 6MN ロードセルで，H 形鋼とコ

ンクリート部の相対変位量を変位計で計測した。  

2.2 引張実験概要 

 試験体の形状寸法を図－６に示す。試験要因は孔あき

鋼板先端部のフランジ鋼板（幅 60mm，厚さ 19mm）の

有無である。孔あき鋼板ジベルは，径 70mm の孔を 1 断

目に 3箇所，2段目に 2箇所設け，各孔には貫通鉄筋（D19）

を配置した。貫通鉄筋は端部定着板（PL-50×50×19）を

用いて定着した。  

表－１ 試験体および実験結果 

図－４ 押抜きせん断試験体（試験体 S-WF） 図－５ せん断試験載荷装置

試験体固定用
ベット

球座

石膏
変位計

切欠き

実験値※1

(kN)
設計値※2

(kN)

圧縮
強度

(N/mm2)

弾性
係数

(kN/mm2)

割裂
引張
強度

(N/mm2)

S-WF あり 19
1段目-3箇所
2段目-2箇所

＞6,000 4812

S-NF なし 22
1段目-3箇所
2段目-3箇所

＞6,000 5775

T-WF あり
3,936
(1.07)

3,672

T-NF なし
1,738
(0.74)

2,340

F-WF あり 19
1段目-3箇所
2段目-2箇所

1,599
(1.08)

1,482

F-NF なし 22
1段目-3箇所
2段目-3箇所

986
(1.03)

952

孔あき
鋼板
厚さ

(ｍｍ）

孔数

19

試験
種類

せん断

引張

曲げ

試験体
名

フランジ
の

有無

コンクリート材料試験結果

28 32 2.6

3.5

最大荷重比較

1段目-3箇所
2段目-2箇所

30 31 2.8

　※1：( )内は設計値との比率．
　※2：γb=1.0として，材料試験結果を用いた．T-WFは式(2)，T-NFは式(1)により算定した．
　　　　曲げ試験の設計値は自重による曲げモーメント（Md=27.2kNm）を考慮した次式により算定した． M＝P/2×1.15＋Md

38 34

60

1
9フランジ

表－２ 材料試験結果 

鋼材
仕様

適用箇所
降伏点

(N/mm2)

弾性係数

(kN/mm2)

引張強度

(N/mm2)

SM490Y
(t=19)

孔あき鋼板
フランジ部

378 192 533

SM490Y
(t=22)

孔あき鋼板 389 188 531

SD345
(D16)

せん断
補強筋

363 183 509

SD345
(D19)

貫通鉄筋 387 183 590

SD345
(D29)

鉛直方向
鉄筋

382 184 583

SD345
(D32)

躯体
主鉄筋

374 178 567
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 試験体は，図－７に示すように 2 台の 3MN ジ

ャッキの荷重と変位が等しくなるように載荷を実

施した。荷重は 3MN ロードセルにて，鋼材の抜

出し変位をコンクリート基部において計測した。  

2.3 曲げ実験概要 

 試験体の形状寸法を図－８に示す。試験要因は

孔あき鋼板先端部のフランジ鋼板（幅 60mm，厚

さ 19mm）の有無と孔あき鋼板の厚さ(フランジ鋼

板有:19mm，無：22mm)である。孔あき鋼板は，

径 70mm の孔を 1 段目に 3 箇所，2 段目に 2～3 箇

所設け，各孔には貫通鉄筋（D19）を配置した。

貫通鉄筋は端部定着板（PL-50×50×19）を用いて

定着した。セグメント主桁をモデル化した鋼材

(100×100×920）の左右に孔あき鋼板を溶接し RC

部分を打設した。  

載荷装置を図－９に示す。試験体は両端から

150mm の位置でテフロン支承により単純支持し

た。孔あき鋼板の位置で純曲げ状態となるように，

荷重載荷点間隔を 1,300mm とした。1MN ジャッ

キによりテフロン板を介して載荷した。載荷荷重

および鉛直変位，孔あき鋼板ジベルの抜出し量と

ひずみを計測した。  

 

3. 実験結果及び考察 

各試験結果を表－１に示す。表内での耐力評価

時には後述する式(1)における f’cd，fud は材料試験

結果を用い，部材係数 γbは 1.0 とした。それぞれ

の実験時のコンクリートおよび鋼材の材料試験結

果を表－１，２に示す。以下に各試験結果につい

て詳述する。 

図－６ 引張試験体（試験体 T-WF） 図－７ 引張試験載荷装置 
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図－８ 曲げ試験体（試験体 F-WF） 

図－９ 曲げ試験載荷装置 
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3.1 せん断実験 

(1) せん断試験体の破壊進展状況 

荷重－相対ずれ関係を図－１０に，最大荷重時の実験

状況を図－１１にそれぞれ示す。相対ずれは，図－５に

示す試験体前後面の計 12 本の変位計の平均値である． 

試験体 S-WF では 2,800kN において 1 段目の貫通孔近

傍で貫通鉄筋が降伏し，4,600kN で最初に図－１１に青

色で示すひび割れが発生し，ずれ変位 53.7mm で試験機

の載荷限界である 6,000kN に達した。また，試験体 S-NF

では 3,100kN で貫通鉄筋が降伏し，ずれ変位 53.3mm で

試験機の最大値 6,000kN に達した。ひび割れは発生しな

かった。試験体 S-WF の孔付近のはつり調査後の状況を

図－１２に示す。載荷により孔自体が変形し，貫通鉄筋

も局所的に変形している状況が確認できる。 

(2) せん断に対する耐力算定式 

実験における最大荷重と式(1)に基づく 4)算定値の

比較を表－１に示す。  

Vpsud＝(1.85A－26.1×103)／γb           (1) 

A＝π(d2－φ2) ×f’cd／4＋πφ2×fud／4 

   （ただし，4.01×104＜A＜3.83×105） 

Vpsud：PBL の孔 1 個あたりの設計せん断耐力(N)， 

γb:部材係数(1.0～1.3), d:孔径(mm),φ:貫通鉄筋径

(mm),f’cd:コンクリートの圧縮強度(N/mm2), 

fud:貫通鉄筋の引張強度(N/mm2)  

 板厚，孔数ともに少ない試験体 S-WF は試験体 S-NF

と比較して載荷初期のせん断剛性が高かった。試験体

S-WF および試験体 S-NF の最大荷重はそれぞれ式(1)に

よる計算値の 1.25，1.04 倍であった．フランジを有する

孔あき鋼板の設計せん断耐力はフランジを考慮していな

い既存の式(1)を用いることで安全側に評価できること

が分かった。 

3.2 引張実験 

(1) 引張試験体の破壊進展状況 

荷重－変位関係を図－１３に，最大荷重時の実験状況

とはつり調査時の鋼材の損傷状況をそれぞれ図－１４，

図－１５に示す。 

試験体 T-WF では 1,400kN でひび割れが発生し，荷重

－変位関係の勾配が若干緩くなった。その後，2,600kN

図－１１ 最大荷重時実験状況（左：S-WF，右：S-NF）

図－１３ 荷重－変位関係(引張試験)
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付近で 1 段目の孔間で鋼板が降伏し，3,936kN で孔を貫

通して鋼材破断し荷重が低下した。試験体 T-NF では

1,150kN でひび割れが発生し，荷重－変位関係の勾配が

緩くなった。その後，1,360kN で貫通鉄筋が降伏し，

1,738kN で貫通鉄筋が破断し荷重が低下した。試験体

T-WF はフランジ付近からのひび割れが多く発生した。  

 (2) 引張に対する耐力算定式 

実験における引抜き耐力と式(1)に基づく 4)算定値の比

較を表－１に示す。  

フランジを有する試験体 T-WF の引抜き耐力はフラン

ジのない試験体 T-NF の 2.3 倍であった。試験体 T-WF お

よび試験体 T-NF の引抜き耐力はそれぞれ式(1)の算定値

の 1.68 倍，0.74 倍であった。試験体 T-WF ではフランジ

面の支圧による耐荷機構により算定値より引抜き耐力が

高くなった。式(1)は押抜きせん断試験を基に算定されて

いる。今回の引張実験では，孔あき鋼板周辺のコンクリ

ートが押抜きせん断試験のように載荷治具により拘束さ

れていない。このような載荷条件の相違により，試験体

T-NF で引抜き耐力が低くなったと考えられる。フランジ

面の支圧耐力を式(1)に累加した式(2)で試験体T-WFの引

抜き強度を算定する。 

Ｖ＝(Ｖpsud＋Ｖfu) ／γb           (2) 

Ｖfu＝ｆak・(bf－t)・bp                   (3) 

Ｖfu：フランジ前面の支圧耐力(N)，ｆak :コンクリート

の支圧強度(N/mm2)5)，bf :フランジの幅(mm)，t:PBL 鋼

板の板厚(mm),bp : PBL 鋼板の幅(mm) 

 Ｖfu=1,332kN，Ｖ=3,672kN となり実験での引抜き耐力

との比率は 1.07 となり，フランジの支圧強度を累加して

も実験を安全側に評価可能である。  

鋼材破断面 

貫通鉄筋破断 

図－１５ 鋼材損傷状況 

（上：T-WF,下：T-NF） 

図－１６ 荷重－鉛直変位関係(曲げ試験)
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3.3 曲げ実験 

(1) 曲げ試験体の破壊進展状況 

 試験結果を表－１に，荷重と試験体中央の鉛直変位関

係および水平目開き関係を図－１６，図－１７に示す。

また，最大荷重時の実験状況と圧縮側コンクリートの損

傷状況をそれぞれ図－１８，図－１９に示す。いずれの

試験体も試験機の変形制限である 150mm で載荷を終了

した。試験体 F-WF では載荷荷重 620kN でひび割れが発

生した。その後，1,030kN から孔あき鋼板下部が降伏し，

1,270kN で 2 段目と 3 段目の鉛直方向中央位置の鋼板が

降伏し鉛直変位が急増した。貫通鉄筋や躯体主鉄筋は降

伏しなかった。試験体 F-NF では，650kN 付近で載荷点

の躯体主鉄筋と貫通鉄筋が降伏し，865kN 程度で孔あき

鋼板下部が降伏した。フランジの効果による水平目開き

の抑制を確認できる（図－１７）。  

 (2) 曲げに対する耐力算定式 

実験と式(4)に基づく曲げ耐力比較を表－１に示す。 

M＝(Mpbu＋Mfu) ／γb          (4) 

Mfu＝fak・Ab／2・bp／2                 (5) 

Mpbu：孔あき鋼板の孔のせん断耐力による曲げモーメ

ント(N・m)，Mfu：フランジ面の支圧による曲げモー

メント(N・m)，fak :コンクリートの支圧強度(N/mm2)5)，

Ab：フランジの支圧面積(mm2),bp : PBL 鋼板の幅(mm) 

以下の検討で，fak，f’cd，fudは材料試験結果に基づく値

を用い，部材係数 γbは 1.0 とした。式(4)は，式(1)の孔あ

き鋼板のせん断耐力 Vpsud
4)を引張鉄筋換算し，圧縮側コ

ンクリート幅をセグメント主桁厚と同じ 100mm として

算定した曲げモーメント Mpbにフランジ面の支圧による

曲げモーメント Mfu を累加したものである（図－２０）。 

試験体 F-NF の曲げ耐力の実験値との比率は 1.03 であ

り，フランジのない場合の曲げ耐力を精度良く算定でき

た。フランジのある試験体 F-WF では，Mpb＝607kNm，

Mfu=272kNm であり，実験での曲げ耐力との比率は 1.08

となり，フランジの支圧耐力を累加しても実験を安全側

に評価可能であること，また，フランジの支圧による曲

げ耐力増加効果が確認できた。 

 

 4. まとめ 

フランジを有する孔あき鋼板を用いた鋼製セグメン

トと RC 躯体の簡易な接合工法を提案し，複合応力下で

の接合性能を把握するため，実大試験体を用いたせん断，

引張，曲げ試験を実施した。また，実験結果を基に各耐

力評価式を提案した。得られた結果を以下に示す。 

(1) フランジを有する試験体 S-WF のせん断耐力は，設

計値の 1.25 倍以上であり，フランジを有する孔あき

鋼板の設計せん断耐力の評価にはフランジを考慮

せず，式(1)を用いることで安全側に評価可能である。 

(2) フランジにより引抜性能が向上し，フランジを有す

る試験体 T-WF の引抜き耐力はフランジのない試験

体 T-NF の 2.3 倍で，それぞれ従来の式(1)の算定値

の 1.68 倍，0.74 倍であること，孔あき鋼板のせん断

耐力にフランジの支圧耐力を累加した式(2)と試験

体の引抜き耐力との比率は 1.07 であり，実験を安全

側に評価可能である。 

(3) フランジによる支圧により曲げ耐力が増大すること，

フランジ有する試験体 F-WF とフランジのない試験

体 F-NF の曲げ耐力を，式(4)により 1.08 倍，1.03 倍

で安全側に評価可能である。 
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Mpbuの算定 
 孔あき鋼板の孔 1 個
あたりのせん断耐力
Vpsud（533kN）を鉄筋
降伏時の引張力に置換
え，圧縮側のｺﾝｸﾘｰﾄ幅
をｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁厚と同じ
100mm として RC 断面
の曲げ耐力として算定 

Mfuの算定 
P=fak×Ab／2 
=(2×39.5)×{580×(60-19)}／2=939kN 

Mfu=P×bp／2=939×0.58／2=272kN・m 

図－２０ 終局曲げモーメントの算定
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