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要旨：超高強度繊維補強コンクリート（以下，UFC）は，そのマトリックスの高緻密性ゆ

えに高い耐磨耗性を有し，粗度係数においても普通コンクリートより優位な結果が得られ

ている。このような UFC の特性が評価され，UFC 製パネルを用いたトンネル補修工法が，

農林水産省東海農政局発注の細川トンネル改修工事に適用された。UFC パネルは天端，左

右両側壁，底版に分割して製造され，天端，両側壁パネルによるアーチ部パネルの組立，

運搬，設置，固定に続き，底版パネルの運搬，設置，固定の手順で施工された。UFC パネ

ルの適用により工期短縮および従来の鋼管工法からの工事費縮減が達成された。 
キーワード：超高強度繊維補強コンクリート，耐磨耗性，粗度係数，水路トンネル補修 

 
1. はじめに 
 超高強度繊維補強コンクリート 1）（以下，

UFC）は，プレミックス粉体，鋼繊維，高性能

減水剤等から構成されるセメント質複合材で，

圧縮強度 200 N/mm2 級の高強度および繊維補

強による高靭性を有している。また，そのマト

リックスの高緻密性ゆえに，耐磨耗性，耐塩害

性，凍結融解抵抗性等の耐久性に優れ，さらに

水路試験による粗度係数測定では普通コンクリ

ートよりも優位な結果が得られている。このよ

うな UFC の特性が評価され，UFC 製パネルを

用いたトンネル補修工法が愛知県の細川幹線水

路の細川トンネル改修工事に適用された。本稿

では，UFC の基本特性，特に耐磨耗試験結果お

よび粗度係数測定結果について述べるとともに，

細川トンネル改修工事における UFC パネルの

製造・施工状況について述べる。 

 
2. UFC の概要 

UFC は，プレミックス粉体，鋼繊維，高性能

減水剤等を構成材料としてミキサーで混練する。

混練物は一般的に優れた自己充填性を有し，

JIS R 5201 による落下なしのフロー値で概ね

230～270mm を示す。養生は，常温～40℃によ

る 1 次養生で脱型に必要な強度を得た後，さら

に高強度を発現させるため，90℃で 48 時間の

標準熱養生を実施する。 
表－１に UFC の強度性状および物質移動に

関する物性値を普通コンクリートとの比較で示

す。強度性状においては，200 N/mm2級の圧縮

強度を有するほか，繊維補強によって高い曲げ

強度および引張強度を示す。また，物質移動に

関する物性値においては，マトリックスの高緻

密性を反映し，透水係数が普通コンクリートの

約 1/106，塩化物イオン拡散係数が同約 1/103 

など極めて小さな値を示す。 
表－１ UFC の各種物性値 

*1 太平洋セメント（株） 中央研究所 (正会員) 

*2 日本コンクリート工業（株） 東日本土木営業部 

*3 ジオスター（株） 技術部 工修 

*4 太平洋セメント（株） 中央研究所 工博 (正会員) 

項目 UFC 普通コンク

リート 
密度(g/cm3) 2.55 2.3 
圧縮強度(N/mm2) 210 ～36 
曲げ強度(N/mm2) 43 ～5 
引張強度(N/mm2) 10.8 ～3 
ヤング係数(kN/mm2) 54 25 
透水係数(cm/s) 4×10-17 10-11～10-10

透気係数(m2) 10-19 以下 10-17～10-15

塩化物イオン拡散係数

(cm2/年) 0.0019 0.9～1.9 



 

3. UFC の耐磨耗試験 
3.1 試験概要 

UFC の耐磨耗性を確認することを目的に，

ASTM C779 に準拠した回転ディスク法による

耐磨耗試験を実施した 2）。写真－１に使用した

試験機を示す。 
試験水準は，UFC および比較用の水セメント

比 45％の普通コンクリートとし，試験体寸法は

300×300×厚 50mm の平板とした。UFC 試験

体は，太平洋セメント社製ダクタルプレミック

スを使用し，直径 0.2mm，長さ 15mm の鋼繊

維を 2vol.％混入させた。UFC 試験体は標準熱

養生の後，また，普通コンクリート試験体は

20℃水中養生を 28 日実施した後，それぞれ耐

磨耗試験に供した。なお，試験時の圧縮強度は，

UFC が 214N/mm2，普通コンクリートが 45 
N/mm2 であった。 

試験時間は 60 分とし，10 分ごとにすりへり

深さおよび質量減少率を測定した。 

 
写真－１ 耐磨耗試験機 

 

3.2 試験結果 
普通コンクリートの 60 分試験値を基準とし

た場合のすりへり深さおよび質量減少率の比を，

それぞれ図－１，図－２に示す。UFC の 60 分

試験値は，すりへり深さ，質量減少率ともに普

通コンクリート比約 40％となり，UFC の高い

耐磨耗性が確認された。 
 

図－１ 耐磨耗試験結果（すりへり深さ） 

図－２ 耐磨耗試験結果（質量減少率） 
 
4. UFC の粗度係数測定試験 
4.1 試験概要 

UFC 製水路における粗度係数を測定するこ

とを目的に，（独）農村工学研究所にて水路試験

を実施した 2）。試験に使用した水路は全長 50m，

断面 600×600mm で，全長 50m のうち前半

20m を勾配 0 の静流区間，後半 30m を勾配

1/500 の試験区間とした。測定対象となる UFC
パネルは，試験区間の両側壁および底版に配置

した。写真－２に水路の状況を示す。 
試験水準は，UFC および比較用の普通コンク

リートとし，さらに UFC はパネル製造時の使

用型枠を鋼製型枠およびアクリル製型枠の 2 種

類とした。UFC 試験体は 3.1 と同様にして作製

した。 
試験は各水準 10 ケース以上の流量で実施し，

流量および水深の測定により Manning の式か
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ら粗度係数を算出した。 

 

写真－２ 水路試験の状況 
4.2 試験結果 

表－２に粗度係数算出結果を示す。鋼製型枠

を使用した UFC の粗度係数は，普通コンクリ

ートの約 80％となり，水路の表面被覆材への適

用における UFC の優位性が確認された。 
表－２ 粗度係数算出結果 

5. 細川トンネル補修工事の概要 3） 
細川トンネルは，愛知県岡崎市の細川幹線水

路にある延長 625m の馬蹄形の水路トンネルで

ある。平成 6 年より農林水産省東海農政局によ

って進められている新矢作川用水農業水利事業

の一環で，築後 40 年を経た細川トンネルが補

修対象となり，工事件名「東海農政局新矢作川

用水地区細川幹線水路細川 M トンネルその１

工事」として平成 17 年 10 月から約半年間の工

期で補修工事が行われた。補修工法の主な選定

条件は下記のとおりである。 
・耐磨耗性に優れた材料 
・粗度係数 0.013 以下 
・通水断面の確保 
・施工性および経済性 
これらの項目が総合的に検討された結果，UFC
パネルによるトンネル補修工法が，トンネルの

上流区間 440.5m に採用された。UFC の採用に

おいては，耐磨耗性，粗度係数および高強度に

よる部材断面薄肉化とともに，効率的な施工法

の提案による工期短縮，従来の鋼管工法からの

大幅な工事費縮減，施工に特殊技能（有資格者）

が不要である点が評価された。UFC パネルの総

施工面積は約 5000m2，使用された UFC は約

200m3 である。 
図－３に補修工事の標準断面図を示す。標準

断面において，UFC パネルは天端，左右両側壁，

底版の 4 部材による構成とし，UFC パネルとト

ンネル既設覆工との間の 75mm（底版部は

50mm）の空隙に裏込めモルタルを充填する工

試験水準 粗度係数 
UFC（鋼製型枠） 0.00870 
UFC（アクリル製型枠） 0.01015 
普通コンクリート 0.01088 

図－３ 標準断面図 
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法とした。UFC パネルにおけるトンネル延長方

向寸法は，天端および両側壁パネルは 1300mm，

底版パネルは 650mm とし，パネル厚は，標準

部 25mm，端部 50mm とした。 
 
6. UFC パネルの製造 

UFC パネルの製造には鋼製型枠を使用した。

パネル外周側（トンネル既設覆工側）における

型枠表面はパンチングメタル面に不織布張りと

し，パネル表面に凹凸を形成することにより裏

込めモルタルとの付着性向上を図るとともに，

パネル表面の気泡発生を防止した。また，パネ

ル内周側における型枠表面は，パネル表面の粗

度係数を考慮し平滑面とした。 

写真－３ UFC の打設状況 

 
 

UFC は太平洋セメント社製ダクタルプレミ

ックスを使用し，100L パンミキサー等によっ

て練り混ぜ，フロー試験でフロー値を確認した

後，型枠上面中央部より打設した。写真－３に

打設状況を示す。40℃の 1次養生の後，脱型し，

さらに 90℃，48時間の標準熱養生を実施した。 
 
7. UFC パネルの施工 
7.1 施工概要 

 本工事における資材搬入路は，トンネルの上

流側坑口および下流側坑口の 2 箇所であり，

UFC パネルの搬入は下流側坑口から，裏込めモ

ルタルの関連資材の搬入は上流側坑口からとし

た。UFC パネルは，天端および両側壁パネルか

ら構成されるアーチ部を組み立てた状態で坑内

に搬入し，上流側から設置および裏込めモルタ

ル注入による固定を行った。工事区間全てのア

ーチ部の施工が完了した後，底版パネルの設置

および裏込めモルタル注入による固定を上流側

から実施した。図－４の施工概要図にアーチ部

施工における一連の作業工程を示す。 

7.2 施工手順 
(1) 軌道設置工・脚部基礎工 
資材運搬用として工事区間全線に 15kg レー

ルの軌道を敷設した。また，アーチ部の UFC
パネル設置の脚部基礎とするため，アングル鋼 

 
 

生コン車

上半部注入支保台車 下半部注入支保台車

ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
25t

下流側上流側
運搬設置台車

パネル設置区間下半部裏込注入区間上半部裏込注入区間施工完了区間

図－４ 施工概要図 



 

材を現場打ちコンクリートにより設置した。写

真－４に施工後の状況を示す。 

 
写真－４ 軌道・脚部基礎の施工後の状況 
(2) アーチ部 UFC パネル組立運搬設置工 
下流側坑外基地において，天端および両側壁

パネルを丁番金具で接合することにより 3 部材

によるアーチ部パネルを組み立てた。アーチ部

写真－５ アーチ部パネルの組立状況 

写真－６ アーチ部パネルの運搬状況 

パネルは，運搬台車を使用してトンネル内の所

定位置まで運搬し，脚部基礎上に設置した。写

真－５にアーチ部パネルの組立状況を，写真－

６にアーチ部パネルの運搬状況をそれぞれ示す。 

(3) アーチ部裏込め注入工 

アーチ部パネルをトンネル延長方向に 11.7m
区間（9 パネル分）設置するごとに，既設壁面

と UFC パネルの間の空隙に高流動モルタルの

注入・充填を行った。モルタルは設計基準強度

21N/mm2 の 1：2 モルタルとし，上流側坑口よ

り容量 2m3のアジテーターカーで運搬した。モ

ルタル注入は，スプリングラインの下半部，上

半部の順に二段階に分けて実施し，注入時には

それぞれ下半部用，上半部用の支保工台車を設

置した。写真－７に下半部裏込め注入工，写真

－８に上半部裏込め注入工の状況をそれぞれ示

す。 

写真－７ 下半部裏込め注入工の状況 

写真－８ 上半部裏込め注入工の状況 
 

 



 

 (4) 底版パネル運搬設置工 
底版パネルの施工にあたり，パネル設置時の

レベル調整を目的として，事前に施工対象全区

間の既設床面に平鋼の定規材を設置した。底版

パネルはアーチ部パネルと同様，下流側坑口か

ら運搬台車を使用してトンネル内の所定位置ま

で運搬し，施工区間の軌道を撤去した後，門型

クレーンを使用して定規材上に敷設を行った。 

(5) 底版部裏込め注入工 

底版パネルをトンネル延長方向に11.7m区間

（18 パネル分）設置するごとに，既設床面と

UFC パネルの間の空隙に高流動モルタルの注

入・充填を行った。モルタルの仕様はアーチ部

裏込め注入工と同一とし，注入時には支保工を

設置した。写真－９に底版パネルの敷設および

支保工の状況を示す。 

 
写真－９ 底版パネルの施工状況 

(6) 仕上げ工 
側壁パネル下端部と底版パネルとの間の幅約

30mm の隙間においては，フレッシュ UFC の

現場打設を適用した。これは本工事の設計にお

いてトンネル全周を同一材料による表面被覆と

したからである。打設現場で同時に供試体を作

製し，外気温・水中養生下の材齢 100 日におけ

る圧縮強度を確認した結果，約 173N/mm2 であ

った。写真－１０に仕上げ工完了後の UFC パ

ネル設置状況を示す。 

 
写真－１０ 仕上げ工完了後の状況 

 

8. まとめ 
細川トンネル改修工事においては，耐磨耗性，

粗度係数，高強度性等の UFC の特性が評価さ

れ，UFC パネルを用いたトンネル補修工法が適

用された。また，本工事では，UFC の特性を活

かした効率的な施工法の提案による工期短縮，

従来の鋼管工法からの大幅な工事費縮減，施工

に特殊技能（有資格者）が不要である点が評価

された。本工事の成果を基に UFC パネルを用

いたトンネル補修工法のさらなる改善，効率化

が図られ，同様の既設水路トンネル改修に普及

することが期待される。 
 

参考文献 

1) （社）土木学会：超高強度繊維補強コンクリ

ートの設計・施工指針（案），丸善，2004 

2) （財）土木研究センター：建設技術審査証明

報告書「ダクタルフォーム」，2007 

3) 松岡彰博，西場 猛：超高強度繊維補強コン

クリートパネルによる水路トンネル補修，

農土誌，Vol.75，No.1，pp.29-30，2007.1 

 


