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1. トンネルに求められる耐火性能 

 

1.1 背景 
 近年、トンネルに対する耐火性能の要求は次のよう

な背景を基に高まってきた。 

①シールドトンネル建設コストの削減 

 シールドトンネルのセグメント製作や施工の精度が

向上した結果、二次覆工を省略し、掘削断面を縮小し

て工事費をコストダウンすることが図られるようにな

った。しかし、鉄筋コンクリート構造の二次覆工は、

構造体である一次覆工の耐火被覆の役目も果たしてい

るため、これに代わる耐火対策が必要となった。 

②危険物積載車両のトンネル内通行に関する規制緩和 

 道路法第 46 条第 3 項に従って危険物積載車両の通行

が規制されてきたが、1995 年以降、この規制の緩和が

検討されるようになった1）。現在は危険物運搬車両の

通行を、リスクアセスメントにより許可しているケー

ス（隅除川トンネル、白沢川トンネル、伊丹トンネ

ル）と耐火被覆等による構造的対処により許可してい

るケース（大阪港咲洲トンネル、東京港臨海道路トン

ネル、東京港第二航路トンネル）がある。 

③大規模トンネル火災事故 

 日本で大規模なトンネル火災事故と言えば、1979 年 

の東名高速道路日本坂トンネル火災事故が上げられる。

この火災では日本坂トンネルが山岳トンネルであり、

地山自体で安定を保持していたため崩壊には至らなか

った。しかし、消火活動に７日間を要し、被害車両

189 台、死者 7 名、負傷者 2 名という被害をもたらし

た。欧州では 1996 年ユーロトンネル（イギリス）、

1999 年モンブラントンネル（フランス―イタリア間）、

タウンエルントンネル（オーストリア）、2000 年ゴッ

トハルトトンネル（スイス）等、大規模なトンネル火

災事故が発生しており、コンクリート構造体の損傷や

変形が著しく、復旧工事費用の他に長期間の通行止め

による経済的損失と社会的影響が大きな問題となった。 

1.2 トンネル耐火対策の動向 

トンネルの耐火対策の要求レベルはトンネルの種類

によって異なる。最も耐火性能を重要視しているのは

沈埋トンネルとシールドトンネルであり、これは火災

により継手接合部の止水性が損なわれると浸水事故に

繋がること、ならびに火災による構造体の耐力低下、

損傷によりトンネルが大変形すると被災後の再使用に

致命的な影響を与える可能性が大きいことも理由とし

て挙げられる。これらのトンネル建設では、構造的対

処による耐火対策が検討されるようになってきた。 

 現在、日本ではトンネルの耐火性能は、物件毎に耐

火性能が検証されている。これらの検証では、図-1 に 
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図-1 各種火災の加熱曲線 

Fig.1 Time-temperature curves 
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示す各種火災曲線のうち、ドイツの『道路トンネルの

設備と操作に関する運用指針』に規定されたRABT曲線

を加熱条件とする事例が多い。これは、大規模なトン

ネル火災の事例調査2）や熱流体解析3）から、火災時の

トンネル内温度は短時間に 1000℃を越えることが想定

される。しかし、最高加熱温度が 1350℃に達するオラ

ンダのRWS曲線はタンクローリー45,000 リットルの火

災を想定しているのに対して、日本ではタンクローリ

ーの最大積載量が 26,000 リットルに限定され、RWS曲

線で想定している発熱量より少ないことが理由である。 

トンネルの耐火対策としては、セグメントの内側表

面に各種の耐火被覆材を設置する工法が一般的である

が、セグメント自体に耐火性を持たせる技術も研究さ

れている4）5）。 
 

2. 耐火トンネルに対する当社の取り組み 
 
 耐火トンネルに対する当社の取り組みとして、秋田

中央道路シールドトンネルで採用した耐火板による耐

火被覆システムの性能検証とセグメント自体に耐火性

能を持たせた耐火セグメントの実用化に関する検討を

以下に報告する。 

2.1 耐火板による耐火被覆システムの性能検証 

2.1.1 耐火工の要求性能 

 秋田中央道路はＪＲ秋田駅の東西間を結ぶ都市計画

道路で、秋田市中心市街地の地下を通過するトンネル

の大部分がシールド工法により築造され（シールド外

径 12.4ｍ、シールド掘進延長約 1.5km：図-2）、2007

年春の竣工を目指して施工中である。本工事は耐火仕

様も含めて設計・施工が一括発注されており、トンネ

ル耐火工の常時と火災時の要求性能は次の通りであっ

た。 

（常時性能） 

①洗浄作業や排気ガスなどに対して劣化しない。 

②割れや剥離による落下などを生じない。 

③トンネル内の負圧力などに対して剥離・落下などを

生じない。 

（火災時性能） 

 火災曲線を RABT 曲線とし、この加熱条件に対して 

④かぶりコンクリートが爆裂しない。 

⑤スチールおよびダクタイルセグメントの本体部の最

高温度が 350℃以下である。 

⑥主筋温度が 250℃以下である。 

⑦復旧できない漏水ならびに不都合な変形・損傷が覆

工構造体に残留しない。 
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図-2 秋田中央道路シールドトンネル標準断面 

Fig.2 Akita Chuo Doro shield tunnel standard section 

⑧耐火工が落下しない。 

⑨設置金具は耐火材以上の耐火性能を有する。 

当社はプレス式珪酸カルシウム系耐火板とセラミック

系耐火板をセグメントに後設置する工法を選定し、こ

れらの耐火板がパネル設置方法も含めて要求性能①～

⑨を満足することを検証した。 

2.1.2 常時性能の検証 

常時性能を検証するため珪酸カルシウムを主原料と

しバインダーとしてパルプ繊維を配合して加圧成型し

た珪酸カルシウム系耐火板と、アルミナセメントや耐

火性軽量原料を主原料とし加圧成型したセラミック系

耐火板の２種類と、耐火板取付金具および取付ボルト

に使用するステンレス鋼 SUS316（鋼種 1 種類）につい

て試験を実施した。 

表-1 に常時性能に関する試験項目と試験結果を示す。

常時性能の検証では、要求性能①～③の３項目を耐火

板を設置するトンネル内の環境における具体的な耐久

性能確認項目に整理し、各確認項目に対する試験項目

を定めて試験し、判定基準を満足することを確認した。 

耐火板に通常作用する荷重としては、洗浄による荷

重と風圧による荷重が考えられる。これらの荷重は、

疲労試験と静的曲げ試験を除き、長さ 500 mm×幅 400 

mm×厚さ 27mm の板で同等の曲げモーメントが発生する

線荷重（以下、曲げ荷重）に換算して評価した。 

洗浄作業に対する耐久性は、JIS A 5430 を参考に定

めた耐水性試験、乾湿繰返し試験により確認した。清

掃時の洗浄荷重は、旧日本道路公団設計要領第三集第

9 編（3）トンネル内装工の基準（1997 年 10 月）を参
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考に、曲げ荷重 450N と定めた。なお、この洗浄荷重 450N は、同基準中で安全率 1.5 が乗じられている。風 

 

 
表-1 常時性能に関する試験項目と試験結果

Table.1 Durability test and test result 

要求性能 確認項目 試験項目 判定基準
供試体
寸法

試験体種類 試験結果

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系
1.2.曲げ破壊荷重2579N
3.曲げ破壊荷重比率87.9％

ｾﾗﾐｯｸ系
1.2.曲げ破壊荷重1537N
3.曲げ破壊荷重比率106.2％

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系
1.2.曲げ破壊荷重2745N
3.曲げ破壊荷重比率100.4％

ｾﾗﾐｯｸ系
1.2.曲げ破壊荷重1706N
3.曲げ破壊荷重比率108.9％

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系 1.変状なし

ｾﾗﾐｯｸ系 1.変状なし

排気ガス
に対する
耐久性

（取付金具）

(4)硫酸腐食
　　　　試験

1.煮沸後の引張強度
　　　205N/mm2以上

50
x

200
x

2mm

ステンレス 1.引張強さ322N/mm2

塩分
に対する
耐久性

（取付金具）

(5)塩水噴霧
　　　　試験

1.塩水噴霧後の引張強度
　　　205N/mm2以上

70
x

200
x

2mm

ステンレス 1.引張強さ332N/mm2

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系 1.割れ、剥離なし

ｾﾗﾐｯｸ系 1.割れ、剥離なし

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系 1.割れ、剥離なし

ｾﾗﾐｯｸ系 1.割れ、剥離なし

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系
1.2.曲げ破壊荷重3374N
3.曲げ破壊荷重比率78.5％
4.割れ､剥離なし

ｾﾗﾐｯｸ系
1.2.曲げ破壊荷重1690N
3.曲げ破壊荷重比率82.7％
4.割れ､剥離なし

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系 1.変状なし

ｾﾗﾐｯｸ系 1.変状なし

1200
x
581
x

27mm

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系
1.曲げ破壊荷重
　　5226N、6726N
3.耐火板の破断による破壊

1500
x
581
x

27mm

ｾﾗﾐｯｸ系
2.曲げ破壊荷重4263N
3.耐火板の破断による破壊

1200
x
581
x

27mm

珪酸ｶﾙｼｳﾑ系

1.疲労荷重による破壊なし
2.疲労載荷後の
　静的曲げ破壊荷重6585N
4.曲げ破壊荷重比率
　　　　　　126％、96％

1500
x
581
x

27mm

ｾﾗﾐｯｸ系

1.疲労荷重による破壊なし
3.疲労載荷後の
　静的曲げ破壊荷重4743N
4.曲げ破壊荷重比率111％

②割れや
剥離によ
る落下な
どを生じ
ない

割れや剥離
に対する
耐久性

（耐火板）

風圧等
に対する

強度
（耐火板）

(8)静的曲げ
　　　　試験

(6)耐凍結
　融解性試験

③トンネ
ル内の負
圧力など
に対して
剥離・落
下などを
生じない

1.耐火板、取付金具
　ともに破壊しない
2.曲げ破壊荷重1890N以上
（珪酸ｶﾙｼｳﾑ系）
3.曲げ破壊荷重1280N以上
（ｾﾗﾐｯｸ系）
4.比較用試験体に対する
　曲げ破壊荷重比率
　　　　　　　60％以上

(9)疲労試験

疲労
に対する
耐久性

（耐火板）

1.割れ、剥離がない

(1)耐水性試験

(2)乾湿
　繰返し試験

1.曲げ破壊荷重1890N以上
　（珪酸ｶﾙｼｳﾑ系）
2.曲げ破壊荷重1280N以上
　（ｾﾗﾐｯｸ系）
3.取付金具で破壊しない

500
x
400
x

27mm

500
x
400
x

27mm

排気ガス
に対する
耐久性

（耐火板）

(3)耐酸性試験
1.拭き取って表面が削り
　取れない

100
x
100
x

27mm

(2)乾湿
　繰返し試験

1.曲げ破壊荷重450N以上
　　（洗浄荷重相当）
2.曲げ破壊荷重550N以上
　　（風荷重相当）
3.比較用試験体に対する
　曲げ荷重比率60％以上
4.割れ､剥離がない

1.亀裂､剥離貫通孔、
　割れがない

(7)衝撃性試験

①洗浄作
業や排気
ガスなど
に対して
劣化しな
い

洗浄作業
に対する
耐久性

（耐火板）

(1)耐水性試験

1.曲げ破壊荷重
　　　　450N以上
　　（洗浄荷重相当）
2.曲げ破壊荷重
　　　　550N以上
　　（風荷重相当）
3.比較用試験体
　に対する曲げ荷重
　比率60％以上
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圧による荷重は、ドイツの基準ZTV-Tunnel1 を参考に

して、トンネル走行車輌が発生させる最大風圧に安全

率 2 を乗じた値 1.6kN/mm2を曲げ荷重に換算して 550N

と定めた。洗浄作業に対する耐久性では、温水浸漬後

や乾湿繰返し後に耐力がこれらの曲げ荷重以上にある

ことに加え、水温 20℃の水に 48 時間浸漬した比較用

試験体の曲げ破壊荷重に対する温水浸漬後や乾湿繰返

し後の曲げ破壊荷重の比率（曲げ破壊荷重比率とす

る）が 60％以上とする規定も設けた。これは、温水浸

漬後や乾湿繰返し後の曲げ破壊荷重が基準の 550Nを満

足しても、比較用供試体の曲げ破壊荷重に比べて著し

く曲げ破壊荷重が低下する材料は長期間の耐久性に不

安が残るために設けた規定値であり、耐久性の観点か

ら許容できる下限として 60％としたものである。 

排気ガスに対する耐火板の耐久性は、旧日本道路公

団設計要領第三集第９編トンネル（3）内装工（1997

年 10 月）及びJIS A 5707 を参考に定めた耐酸性試験、

取付金具の耐久性はJIS G 0591、Z 2201、Z 2241 を参

考に定めた硫酸腐食試験により確認した。耐酸性試験

の判定基準では、耐火板の耐火性が確保されるには断

面の厚さを保持していることが重要であるため、酸に

よって表面が削り取れることを許容しないこととした。

硫酸腐食試験の判定基準では、取付金具であるステン

レス鋼の煮沸後の引張強度が、0.2％耐力（鋼材の降伏

強度に相当）である 205N/mm2以上であることとした。 

塩分に対する耐久性は、冬季の融雪剤の影響を考慮

した確認項目であり、JIS Z 2371、Z 2201、Z 2241 を

参考に定めた塩水噴霧試験により確認した。塩水噴霧

試験の判定基準は、取付金具であるステンレス鋼の塩

水噴霧後の引張強度が、硫酸腐食試験と同様に 0.2％

耐力である 205N/mm2以上であることとした。 

割れや剥離に対する耐久性は、耐水性試験、乾湿繰

返し試験、耐凍結融解性試験、および衝撃性試験によ

り確認した。耐凍結融解性試験は旧日本道路公団設計

要領トンネル内装工及び JIS A 5430、衝撃性試験は旧

日本道路公団設計要領トンネル内装工及び JIS A 1408

を参考にそれぞれの内容を定めた。これらの試験の判

定基準は、割れやはく離により耐火板の厚さが減少す

ると耐火性に影響を及ぼすため、試験後に割れやはく

離がないこととした。また、耐凍結融解性試験の判定

基準では、外観上の判定に加えて耐水性試験や乾湿繰

返し試験の後と同等の耐力を有することとした。 

風圧等に対する強度と疲労に対する耐久性は、実際

のセグメントに設置されるのと同様に、取付金具を設

置した耐火板で確認した。風圧に対する強度は静的曲 

 
 

 

 

写真-1 疲労載荷試験状況（珪酸ｶﾙｼｳﾑ系耐火板） 

Photo.1 View of fatigue test 

げ試験、疲労に対する耐久性は疲労試験（写真-1）に

より確認した。 

耐火板に常時作用する荷重としては、洗浄荷重と風

荷重が考えられるが、今回は洗浄荷重よりも風荷重の

方が大きいため、これらの試験は風荷重に対する等価

二点線荷重を用いて行った。ここで等価二点線荷重と

したのは、耐火板の取付金具が四隅と中央部の 2 点の

計 6 点で支持する構造のためである。風荷重は前述の

通り 1.6kN/mm2とし、長さ 1500×幅 581mmの実大寸法の

耐火板に作用したときに発生する曲げモーメントは、

二点線荷重で 1280Nの荷重が作用した時と計算上同等

以上であることから、これを実大寸法試験体における

静的破壊荷重の判定基準とした。ただし、珪酸カルシ

ウム系耐火板は、試験時までに製造可能な寸法 1200×

581mmの試験体で試験を実施したため、試験体寸法が小

さいことが有利にならないように、計算上同等以上の

曲げモーメントが発生する二点線荷重 1890Nを静的破

壊荷重の判定基準とした。また、終局時の破壊形態と

しては、耐火板が破壊しても、落下が極力少なくなる

ことを考慮し、取付金具と耐火板の間での破壊でない

こととした。疲労試験における疲労載荷荷重は風荷重

の等価二点線荷重として、セラミック系耐火板 1280N、

プレス式珪酸カルシウム系耐火板 1890Nを最大荷重と

して 200 万回載荷し、載荷中の損傷がないことを目視

により確認した。また、疲労載荷後の静的載荷試験に

よる破壊荷重が風荷重の等価二点線荷重（セラミック

系耐火板 1280N、プレス式珪酸カルシウム系耐火板

1890N）以上で、かつ比較用試験体の破壊荷重の 60％

以上であることを評価基準とした。 

試験の結果は表-１に示すように、2 種類の耐火板と

取付金具の材料は、常時の要求性能①～③を満足する
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ものであった。 

2.1.3 火災時性能の検証 

当社は、2003 年度に民間企業としては初めて実大試

験体の急速加熱実験ができる施設を整備している。6）

これを用いて実大セグメント試験体の耐火試験を行い、

火災時の要求性能④～⑨を満足することを確認した。 

試験体は本体部試験体と継手部試験体の２種類を製

作した。本体部試験体は火災時及び火災後のセグメン

トの健全性とコンクリートの爆裂の有無を確認するた

め、試験体内部に設置したPC鋼線を緊張して最大設計

荷重のである 10N/mm2の圧縮応力をかけた状態で加熱し

た（写真-2）。一方、継手部試験体では継手金物と止水

ゴムの健全性を確認する目的で耐火試験を実施した。

試験体各部の温度はΦ0.65mmのK型熱電対で測定した。 

試験の結果、写真-3、写真-4 に示すように加熱後の

試験体では耐火板や取付金具の破損や脱落、およびコ

ンクリートの爆裂は無かった。主筋温度は図-3 に示す

ように 250℃以下であった。止水ゴムの温度は図-4 に

示すように許容温度 100℃以下であった。また、スチ 

 

 

 

 

 

 

写真-4 加熱後の実大試験体コンクリート表面の様子 

Photo.4 Post-heating concrete surface of  
a full-scale shield segment model 
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図-3 炉内および試験体温度と時間の関係 

Fig.3 Furnace ant model’s temperature time histories  
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写真-2 実大試験体設置の様子 

Photo.2 Setup of a full-scale shield segment model 

写真-3 加熱後の耐火板付実大試験体の様子 

Photo.3 Post-heating surface of fireproof boards 
installed to a full-scale shield segment model  

図-4 シール材温度と時間の関係 

Fig.4 Sealing materials temperature time histories 
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ールおよびダクタイルセグメントは内空側に 100mm の

コンクリートを打設した上に耐火板を設置するので図-

3 に示す深さ 100mm での温度を参考として満足すると

判断した。これより、提案した耐火板設置方法も含め

た耐火被覆システムは要求性能④～⑨を満足すること

を確認した。 

 これらの性能検証を基に、秋田中央道路シールドト

ンネルでは、写真-5、写真-6 に示すように、トンネル

耐火工の施工をすすめている。 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 耐火セグメントの実用化 

コンクリートに有機繊維を混入することで火災時の

コンクリートの爆裂が抑止されることは良く知られて

おり、既に建築では超高強度コンクリートを用いた部

材で実用化されている。この技術をトンネルのセグメ

ントやボックスカルバートに適用することが検討され

ている5）7）。これには、次の理由が上げられる。 

①日常管理のための目視点検の邪魔にならず、耐火材

の剥離・脱落の心配が無い。 

②耐火板や耐火吹付材を施工する耐火対策より工期が

短縮できる。 

③小規模火災に対する補修が容易である。 

 当社では、有機繊維として建築分野で実績があるポ

リプロピレン（PP）繊維を選定し、RC セグメント用コ

ンクリート製造に関わる品質管理方法や RABT 曲線加熱

に対する耐火性能を検討している。 

2.2.1 製造時品質管理 

コンクリート製セグメントに適用するスランプ仕様

コンクリートに PP 繊維を混入すると、スランプの低下

や空気量の増大といったコンシステンシーへの影響が

生じるが、耐火性能を確保するために必要な所定の PP

繊維量では、練混ぜ方法の改善や高性能 AE 減水剤の使

用量を調整することにより、作業性の良好なコンクリ

ートの製造ができることを可能にした。また、実大セ

グメントの製造実験（写真-7）において、プラントの

実機ミキサーによる練混ぜ試験によってもその製造方

法の良さを確認している。 

これらの施工性確認実験から、コンクリートの爆裂

を抑止する PP 繊維混入コンクリートを製造する際の管

理項目を下記のように設定している。 

写真-5 耐火パネル取付作業 

Photo.5 Installation of fireproof boards 

①石灰石骨材の混入率 

石灰石は高温下で著しい劣化をするため、骨材とし

ての石灰石混入量を制限する。 

②混入前の有機繊維表面水率 

PP 繊維は製造過程でコンクリートの配合に影響する

程の表面水を保持している場合があるため、これを測

定・管理し、爆裂抑止に必要な PP 繊維の正味量を確実

に把握する。 

③スランプ、空気量 

コンクリートが適正なコンシステンシーを有してい 

 

写真-6 耐火板による内装仕上りの状況 

Photo.6 Finish of tunnel’s inner surface 
 coverd with fireproof boards 

写真-7 実大耐火セグメントの製造実験 

Photo.7 Manufacturing test of a full-size fire resistant segment 
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ることを確認する。 

④混入後の有機繊維分散性 

実機ミキサーで練混ぜたコンクリートのどの部分を

採取しても、PP 繊維量が一定範囲内にあることを確認

する。確認方法は、同一練混ぜバッチの中で、採取時

期を変えて一定量の試料を採取し、その繊維量を計量

して行う。 

当社では、これらの管理項目にしたがって、製造時

品質管理を行っている。 
2.2.2 耐火性検討 

(1)ブロック試験体加熱実験 

コンクリートの爆裂を抑止するために必要な PP 繊維

混入量を把握するために、W800mm×D800mm×H300mm の

ブロック試験体を用いた加熱実験を行った。 

ブロック試験体は、設計基準強度Fc=48N/mm2のコン

クリート製セグメントに適用するスランプ仕様コンク

リートで製作し、加熱前に内部に設置したPC鋼棒を緊

張して長期許容応力度相当の圧縮応力をかけた。加熱

実験では写真-8 に示すように同時に６体のブロック試

験体を耐火試験炉に設置し、その加熱側表面の 550mm

×550mmの範囲をRABT曲線（60 分）で加熱した。 

実験の結果、PP 繊維を混入しない試験体はコンクリ

ートの爆裂は著しく、主筋が露出する程であった（写

真-9）。一方、PP 繊維を混入した試験体は PP 繊維混入

量が多い程、爆裂によるコンクリートの欠損深さは小

さくなり（写真-10）、所定量以上であれば、コンクリ

ートの爆裂はほぼ抑止されることが分かった（写真-

11）。 

 

 

 

 

 

 

写真-9 加熱後のブロック試験体(PP 無混入)の様子 
Photo.9 Post-heating surface of a block specimen 

without polypropylene fibers 
 

 

 

 

 

写真-10 加熱後の試験体（PP1.0kg/m3）の様子 
Photo.10 Post-heating surface of a block specimen 

with 1.0kg/m3 of polypropylene fibers 

 写真-8 ブロック試験体耐火試験 

Photo.8 Heating test setup using block specimens 
 

 

 

写真-11 加熱後の試験体（PP3.0kg/m3）の様子 
Photo.11 Post-heating surface of a block specimen  

with 3.0kg/m3 of polypropylene fibers 
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 (2)実大耐火セグメントによる耐火性能検証 

実構造物での爆裂抑止に必要なPP繊維混入量を確認

することを目的として実大耐火セグメントの耐火実験

を行った。実大耐火セグメントには内部に設置したPC

鋼線により、プレキャスト製品の許容応力度σca相当

の 18N/mm2（＝48／2.8＋1）以上の圧縮力を載荷した後、

RABT曲線で加熱した（写真-12）。その結果、所定量の

PP繊維を混入することにより、セグメント内側表面で

の著しい爆裂が抑止されることを確認した（写真-13）。 

 

3. まとめ 

 

将来、トンネルの耐火性能は多くの物件で検討され

ることが予想され、より高い耐火性能を持つトンネル

のニーズは拡大していくと考えられる。当社は、従来

の耐火被覆工法に加えて、耐火セグメントを用いたト

ンネル耐火技術を確立し、トンネルの耐火対策の選択

肢を広げていく予定である。 

 
 

 

写真-12 実大耐火セグメントの設置 

Photo.12 Steup of a full-size fire resistant segment 

 

 

 

写真-13 実大耐火セグメント試験体の加熱後の様子 

Photo.13 Post-heating surface of a full-size fire resistant segment
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