技術資料

ノンフロン断熱材適用によるトンネル覆工への影響に関する解析的検討
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本論文で行う解析は、断熱材のノンフロン化による２

１．はじめに

次覆工への力学的影響について傾向を把握し、今後開
北海道における道路トンネルは、冬期間の寒気によ
る坑口周辺地山の凍上等の影響により、覆工コンクリ

発されるノンフロン材の要求性能を策定するための基
礎資料を提供することを目的とする。

ートの変形など凍害の影響を受ける危険性が非常に高
く、道内の矢板工法で施工された道路トンネルの約半

２．トンネル用断熱材のノンフロン化の技術課題

１）

数は何らかの変状が認められている 。
そのため、既設の矢板工法で施工された道路トンネ

現在の断熱材における概略の需要比率を断熱材の施

ルでは漏水箇所の凍結対策として覆工コンクリートの

工メーカーのヒアリング調査によりまとめたものを以

表面側に、また新設の道路トンネルでは坑口からの一

下に示す。北海道のトンネル覆工に重要な断熱材は、

定区間に、地山凍結防止の目的で１次覆工
（吹付けコ

図－１に示すように、土木トンネル用断熱材として、

ンクリート）と２次覆工コンクリート間に挟み込む形

需要比率は１％未満の現況である。2006年には、建築

で断熱材が施工されている。

用断熱材として JIS 規格の改正が実施されているが、

これまでに施工されたトンネル断熱材は、硬質ウレ
タンフォーム仕様の吹付けやポリエチレンフォーム仕

需要比率が低いトンネル用としては課題が内在されて
いると考えられる。

様の板材で施工されている。従来、吹付け断熱材の発

これまでトンネルに用いられている硬質ウレタンフ

泡・保温
（気泡形成）のためのガスには、化学的に安定

ォームのノンフロン化に対する技術課題は、①難燃性

しているフロンガスが使用されていたが、1987年のモ

低下、②接着性低下、③強度低下、④収縮大、⑤成型

ントリオール議定書（オゾン層を破壊する物質に関す

性（ボイド、反り）の悪化が挙げられる。例えば、ノン

る）
や1997年の京都議定書（地球温暖化防止：気候変動

フロンタイプでの吹付け断熱材は、水とイソシアネー

に関する）などによりフロンガスなどの削減目標が設

トが化学反応して二酸化炭素ガスを生成し発泡する。

定され、各メーカーが新素材の開発に取り組んでいる

この二酸化炭素ガスはフロンガスに比べて不安定であ

ところである。また、北海道開発局の道路設計要領（第

り、基質であるウレタンをある程度硬質にしなければ、

４集トンネル）にも断熱材のノンフロン化を目指すこ

破裂して気泡の形成が悪くなる。その気泡の形成が断

とが明記された。

熱性能を左右するため、フロンタイプと比べ断熱性能

しかしながら、ノンフロン化することにより断熱性

が不安定となる。

能の低下が懸念されており、現行と同レベルの断熱効
果を確保するためには施工厚さが増す可能性がある。
同様に、圧縮強度の低下に伴う弾性係数等の力学定数
の低下も考えられる。これらの変化は２次覆工の変形
を誘発しクラック発生の原因となる危険性を有してい
る。
そこで本論文では、１次覆工、断熱材および２次覆
工をモデル化した２次元 FEM 解析を行い、２次覆工
の力学的挙動を把握する。断熱材を現行材料からノン

図－１ 断熱材の需要比率
（2005年・2009年メーカー調査より）

フロン材へと置換した場合の材料定数の影響および施
工厚さが増大することによる影響についてそれぞれ傾
向を調べる。
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３．解析概要
本稿における数値解析の内容はノンフロン断熱材を
採用した場合の２次覆工に与える力学的影響であり、
大まかに分類すると次の２つである。
１）材料定数の変化による影響
ノンフロン断熱材試験で得られたデータを整理
し、FEM 解析で用いる材料定数を設定する。現
行材料とノンフロン材を用いたケースについて解
析を行い、材料定数の変化が２次覆工に与える力
学的影響について調べる。
２）断熱材厚さ増大による影響
ノンフロン材を採用したときの断熱性能の低下
を補うために、断熱材の施工厚さが増大する可能
性がある。そこで、本解析では断熱材の施工厚さ
を５cm、10cm、15cm にした場合について解析
を行い、厚さ増大が２次覆工に与える力学的影響
について調べる。
解析数量は、弾性係数２タイプ
（現行材、ノンフロ
ン材）×施工厚さ３タイプ（５cm、10cm、15cm）の計

図－２

６ケースである。
解析の流れを図－２に示す。

解析の流れ

コーンカロリー試験および JIS 難燃３級を合格してい
る１社の材料を対象とし、メーカー公表値 E = 2.3532

４．解析モデルと解析条件

（MPa）を用いることとする。
ポアソン比については試験結果がないが、断熱材を

本解析でモデル化する部材は１次覆工、断熱材、２

発泡ゴム材にたとえるとするならば、縦ひずみに対す

次覆工の３種類である。それぞれについて材料物性値

る横ひずみの割合はかなり低いと想定されるので、ポ

を設定する考え方を示す。

アソン比の値は0.1を用いることとする。
密度については、北海道立工業試験場にて（現 地方
独立法人 北海道立総合研究機構）実施した試験結果を

１）１次覆工
１次覆工のうち鋼製支保工は考慮せず吹き付けコ

用いた。

ンクリートの単独部材としてモデル化する。２次覆
工打設時点では、１次覆工は十分な時間が経過し硬

３）２次覆工

化している。本解析ではコンクリート実験検討で得ら

北 海 道 開 発 局 の 道 路 設 計 要 領 で は、 ２ 次覆工は

れた一般配合の28日強度から算定した平均ヤング率

2.9（N/mm2）の強度を確認して脱型することになって

E = 27,729（MPa）を用いることとする。ポアソン比

いる。本解析ではこの最小圧縮強度時におけるヤング

および密度については一般的な値を用いる。

率を用いることとする。
次式（式－１）の圧縮強度と弾性係数関係から、解析
に用いるヤング率を算出すると、E = 5,843（MPa）と

２）断熱材
現行材は各メーカーから数種類の製品が提供されて

なる。

いるが、本解析では試験結果のうちヤング率の最も小
さい値 E = 4.8825（MPa）を用いることとする。

（式－１）

また、ノンフロン材は、トンネルでの使用を考慮し、
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表－１

材料物性値一覧
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a） 全体図

図－３

解析領域および境界条件図

：材齢 t 時間における弾性係数（N/mm2）
：材齢 t 時間におけるコンクリートの圧縮強度
b） 天端付近拡大図
：クリープの影響が大きいことによるヤング係

図－４

要素分割図

数の補正係数
ただし、
＝0.73

＝0.73+0.27・
（ t －72）/48
＝1.0

表－２

  
（0≤ t ≤72）
（72≤ t ≤120）

（120≤ t ）

若材齢時のコンクリートのポアソン比は精度よく解
明されていないため、強度発現後コンクリートの一般
的な値を用いる。密度についても一般値を用いる。
解析に用いる材料物性値の一覧を表－１に示す。

解析ケース一覧
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解析領域と境界条件を図－３に示す。解析領域は構
造と荷重の対称性を考慮してトンネル半断面モデルと

接する面は完全固定し、対称面は面内拘束とした。荷

した。本解析では地山はモデル化せずトンネル覆工の

重条件としては自重のみを考慮し、地山からの作用力

みを対象とする。地山等級区分 CⅡにおける標準断面

は働かないものとする。応力状態は平面ひずみ状態と

図を参考に以下の内空断面形状とした。１次覆工厚は

する。

20cm、２次覆工厚は30cm である。断熱材の厚さを変

要素分割図の例を図－４に示す。図は断熱材厚さ

化させるときは内空断面を確保し、掘削面を拡大させ

５cm のものである。要素には４辺形８節点アイソパ

るものとする。拘束条件は、地山は不動として地山に

ラメトリック要素を用いた。断熱材厚さ５cm の場合、

26

寒地土木研究所月報

№697

2011年６月

図－５

２次覆工要素変形図

a） 円周方向応力σθθ

b） 半径方向応力 σrr
図－６

c） せん断応力 σrθ

２次覆工応力分布

要素数1,200、節点数3,861となっている。天端付近拡
大図において、淡青色が断熱材の要素である。
本章で設定した解析ケースを表－２に示す。いずれ
のケースについても解析には有限要素法汎用コード
DIANA を用いた。
５．断熱材ノンフロン化による影響
本解析モデルの力学的挙動の特徴を概観するため
に、ケース１
（現行、５cm）の解析結果について整理
する。図－５に２次覆工の要素変形図を示す。なお、
変位は5,000倍に拡大して表示している。断熱材がコ

図－７

ケース No.1、No.2の主要箇所変位

ンクリートと比較してかなり軟らかいために、天端は
鉛直下方に沈み込み側壁部は外側にはらみだしている

は吊り下げられるため引張、側壁は断熱材からの反力

様子が読み取れる。各ケースの変位を比較するときに

で圧縮になっているのがわかる。せん断応力は脚部に

は、図中の天端の鉛直変位と側壁部の側方変位につい

集中している。

て値を求めることにする。

ケース１（現行、５cm）とケース２（ノンフロン、

２次覆工に関する各成分の応力分布を図－６に示

５cm）における天端鉛直変位と側壁側方変位をそれぞ

す。凡例の単位は
（Pa）である。円周方向応力を見ると、

れ図－７に示す。ケース２ではケース１に比べ天端鉛

天端で引張、側壁で圧縮となっている様子がわかる。

直変位で約２倍、側壁側方変位で約３倍の値となって

円周方向応力は他の成分と比べて卓越している。よっ

いる。

て、各ケースにおける２次覆工の応力に対する影響を
比較するときには、図中の天端引張応力と側壁圧縮応

図－８に天端引張応力と側壁圧縮応力を示す。断熱
材厚さ５cm では応力に顕著な違いは見られない。

力を用いることにする。半径方向応力を見ると、上半
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図－８

ケース No.1、No.2の主要箇所応力

図－９

全ケース天端鉛直変位

図－10

全ケース側壁側方変位

図－11

全ケース天端引張応力

図－12

全ケース側壁圧縮応力

６．断熱材厚さ増大による影響

を要する。
次に、各解析ケースにおける天端引張応力と側壁圧

各解析ケースにおける天端鉛直変位と側壁側方変位

縮応力をそれぞれ図－11と図－12に示す。天端引張応

をそれぞれ図－９と図－10に示す。奇数ケース（現行）

力を見ると断熱材厚さが厚くなるにつれわずかに引張

と偶数ケース
（ノンフロン）内で変位を比較すると、そ

応力が減少しているが、ほとんど同じ応力レベルとみ

れぞれの変位は断熱材厚さにほぼ比例していることが

なしてよい。側壁圧縮応力は一定値に近づいているの

読み取れる。一番変形の大きいケース６（ノンフロン、

がわかる。これは、断熱材が厚くなることで側方から

15cm）においても、天端鉛直変位が0.38mm、側壁側

の反力が期待できなくなり、２次覆工のみで自立して

方変位が0.26mm となっており、２次覆工の打設上ほ

いるということを意味している。型枠脱型時に確認し

とんど問題にならない変形レベルである。ただし、本

なければならない最小圧縮強度2.9MPa と比較すれば、

解析は左右対称の理想的なモデルでの計算であり、実

天端引張応力および側壁圧縮応力ともにオーダーで３

際の施工では偏心や覆工厚さのばらつきなどの状態に

つ以上小さい値であり、ノンフロン材を使用し施工厚さ

より、変形はもっと大きくなると考えられるので注意

が15cm となっても特に問題にならないと考えられる。

28

寒地土木研究所月報

№697

2011年６月

７．まとめ

８．今後の課題

二次覆工応力検証 FEM 解析では、１次覆工、断熱

ノンフロン材はトンネルでの施工実績がなく、コー

材および２次覆工をモデル化した２次元 FEM 解析を

ンカロリー試験、JIS 難燃３級および現場簡易燃焼試

行い、２次覆工の力学的挙動を把握した。断熱材を現

験火災に対する基準値をクリアするような材料が供給

行材料からノンフロン材へと置換した場合の材料定数

された場合には、その力学的特性を十分に検査し、実

の影響および施工厚さが増大することによる影響につ

際のトンネル施工に適用できるか実証実験を行う必要

いてそれぞれ傾向を調べた。

があると思われる。

本解析で得られた知見をまとめると以下のようにな
る。
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