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火気に対する構造計算ならびに建造物および建築製品の評価方法  

 

エルベー・ベリエ CSTB 技術担当理事 

 

 

欧州連合の加盟国は、域内において境界がない単一市場、すなわち欧州内部市場へ国内市

場を合併することに合意している。 これにあわせて、欧州連合はその加盟国間における、

物品、サービスおよび資本の自由な移動を保証するために立法措置および規制措置をとって

いる。  

建築分野では、建築製品に関する EEC 指令 89/106 は、建築製品を欧州の域内市場に供給

するために満たさなければならない要件を定めている。 特に、本指令は建築製品の CE マー

キング手続きおよび製品が満たさなければならない欧州技術仕様を明らかにしている。  

建造物や製品の火気に対する機械抵抗の計算や性能評価における加盟国間での方法の違い

は、CE マーキングを可能にする欧州の技術仕様の作成にとって長い間障害となっていた。

統一化へ相当の努力をした結果、欧州連合は、従来無かった、火気に対する構造の計算基準

および性能の考え方や試験の規格を今では持つこととなった。  

今後、欧州の人々は、共通の技術的言語と製品の性能を記述しそれらを比較し利用するた

めの統一した方法とを利用することとなる。 欧州が持つ輸出に関する技能とノウハウをは

っきりと向上させることによって、経済的参加者が、より競争的で範囲が広い市場と利益を

活用することができるように、条件がまとめられた。 



 

   2 

I. 構造物ユーロコード  

構造物ユーロコードは、建物および土木工事の構造物の設計、計算および寸法取りに関す

る欧州の基準である。 構造物や使用される建設材料の種類が何であれ、本コードは全ての

新しい建築に適用される。 本コードは、構造物の性能に関する要求レベル、安全性の対応

レベルおよび正当化の方法を定めている。  

ユーロコードの目的は以下に対する共通基盤を提供することである。 

− 構造物の抵抗に関する国内規則 

− 構造設計および施工の契約 

− 構造的製品の機械的性質の計算。 

以下の表は、ユーロコードが対象とするテーマと、対応する欧州の規格を提示している。 

ユーロコード 目次 規格の数 欧州の規格 
ユーロコード 0 構造物設計の基礎 1 EN 1990 

ユーロコード 1 構造物に対する作用 10 EN 1991-1-1 ～ 7 
EN 1991-2、3 および
4 

ユーロコード 2 コンクリート構造物  4 EN 1992-1～4 
ユーロコード 3 鉄鋼構造物  20 EN 1993-1-1～11 

EN 1993-2 および 3 
EN 1993-4-1～3 
EN 1993-5 および 6 
EN 1993-7-1 および
2 

ユーロコード 4 複合鋼およびコンクリ

ート構造物 
3 EN 1994-1-1 および

2 
en 1994-2 

ユーロコード 5 木製構造物 3 EN 1995-1-1 および
2 
EN 1995-2 

ユーロコード 6 石造構造物 4 EN 1996-1-1 および
2 
EN 1996-2 および 3 

ユーロコード 7 地質設計 3 EN 1997-1～3 
ユーロコード 8 耐震性設計 6 EN 1998-1～6 
ユーロコード 9 アルミニウム構造物 5 EN 1999-1-1～5 

ユーロコードは、構造物の設計や計算、火気に対する抵抗や運転荷重の規格に関するフラ

ンスの技術的な条文をすべて差し替えるために必要とされた。 

 

加盟国は適切な安全性のレベルを選ぶ 

加盟国は、ユーロコードが定める係数と異なる安全係数を設定する権利を留保している。 
国内係数は、個々のユーロコードに添付されている各国の別紙に従っている。 これは、局

地的に正当な理由があるデータや、生活様式に連携しているデータ（例えば気候活動に関す

る選択）のすべてに当てはまる。 
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これらの別表により、国内の選択に応じてユーロコードが推奨する技術と経済のバランス

を、特に建造物の予想運営期間に関連して、調整することが可能となる。  

 

ユーロコードは、エンジニアの専門知識に関する、彼らの差別化を認めている 

加盟国は、経済的関係者の慣習を満たすだけでなく、まさに現代的な計算方法を知ること

を望んでいた。 その結果、同じ検証について、ユーロコードは複雑度が異なるいくつかの

方法を提案する場合が多い。 これは、計算することなく該当箇所で直接に結果を読むだけ

で十分な簡単な表から始まり、非常に精巧な有限要素モデルを使用して、資材の最も複雑な

性質を考慮した、一時的分析の方法にまで及ぶ。  

むしろ組織的に、ユーロコードは高度に非線型モデルの利用を認めている。 もちろん、

高度の専門知識を有するエンジニアリング部門のみが、信頼できる最適の構造物を提案する

ため、これを最大限に利用することができる。 

 

スケジュール 

59 の規格はすべて 2006 年には、欧州レベルで利用可能となる。 規格の条文(建築および

総則)は 2005 年に公表される。 

一部の条文は既に可決されて、現在、NF (Normes Francaises：フランス規格)への入れ替え

の最終段階にある。 国内用の別紙を伴う最初の条文(建物の計算基礎および運転荷重ならび

に火気の影響)はこの 3 月中にエンジニアリング検討表に掲載する必要がある。 

これらの新しい条文と、それにとって代えられこととなる国内の旧条文が共存せざるを得

ない期間は、まだ設定されていない。これは、新方式を自国の慣行に組み込む参加国の能力、

およびその実行に際に見守るべき具体的な利益に依存している。 フランスでは、火気安全

性に関する規則は、既に、規制された検証の正当化の方法としてユーロコードの利用を定め

ている。 
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II. 建造物および製品の火気に対する性能評価 

欧州連合の加盟国の国内規則では、以下のことを検証するためには安全工学を未だほとん

ど取り扱っていない。すなわち、建造物の荷重負担能力が特定期間想定することができるよ

うな方法で、建造物が設計されており建築されること、 外観および建造物内の火気および

煙の広がりは制限されていること、 近隣の建造物への火気の広がりが制限されていること、 
居住者は建造物を安全に去ることができるか、または他の方法による救出ができること、お

よび 救助隊の安全性が考慮されていること。 

敷地のレイアウト、安全性および煙避難システムに関するものであれ、火気に対するそれ

らの性能に応じた建築製品の選択に関するものであれ、ほとんどの規則には実行方法が定め

てある。したがって、これらの規則は、主として、建築製品の特性試験で得られた性能要件

に基づいている。 

この慣行は、従来の温度応力の状況における製品の性能を特徴づけるためのものであった

が、今日でもそうである。  建築製品に関する EEC 指令 89/106 の実施には、これらの試験に

関する統一化、および測定された特徴の標準化が必要とされる。これはもう完了している。 
欧州連合および加盟国は以下の原則および基準に同意している。 

 

火気に対する反応 

建築製品の火気への反応は火気の進展の原因となる適合性を表わしている。この特性は、

壁カバー、床カバー、コーティング、塗料、ワニス、絶縁、サンドイッチボード、木製のボ

ード、石膏ボード、ガラス製品および耐火および構造保護のための製品に必要である。 

火気への反応は、製品燃焼性(ユーロクラス A1、A2、B、C、D、E、および F )、くん蒸特

性(クラス s1 から s3)および燃えている落下物や破片の発生(クラス d0 から d2)の評価を可能

とする試験を利用して特定される。  

これらのユーロクラスにより、以下のものの識別が可能である。 

・ 一方で、 少ない有機物、または非常に少ない有機物を含む製品で、それ故、低い可燃性

または非常に低い可燃性を有し、したがってクラス A1 および A2 に分類されるもの。 

・ 他方では、全面的な火事に展開する可能性が高い燃焼性の製品(クラス E および F)。 

この両極端の間に、フラッシュオーバーへの展開が、非常に限定されている可燃性製品

(クラス B)、限定されている可燃性製品（クラス C）、および可燃性製品（クラス D）が

ある。 

 

耐火性 

建築品目または機器の火気に対する耐性は、それらが火気の影響を受けてもその機能を発

揮し続けるその適合性である。それは、基準に合った熱に曝露されている状態のことをいい、

建築品目または機器が火気の影響を受けてもその機能を発揮し続ける持続時間の形で表され

る。  

試験では、異なる火気条件(通常の展開、速い展開、ゆっくりとした展開)、輻射(内的また

は外的な火気)、熱衝撃(自然または半自然の火気)の状態が再現される。 
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性能は 4 つの主な基準を使って特徴づけられる。その内の三つ、R、E および I は、火気の

要件に対する耐性を満たさなければならないほとんどの建築品目に適用される。 4 番目の基

準、W は一部の加盟国で必要となる。 

R - 機械抵抗: この基準で、荷重負担機能に必要な機械抵抗を維持するための構造品目の能力

を評価することができる。これは変形限度および変形速度の限度で表わされる。 

E - 火炎遮断性： この基準で、火炎や熱いガスにより火気が広がっていくのを抑える点にお

ける、個々の品目の能力を評価することができる。  

I - 断熱： この基準で、熱の伝導を抑える点における、個々の品目の適合性を測定すること

ができる。  

W - 制限されたふく射： この基準で、建築品目がそれ自体が伝導するふく射を許容レベルま

で抑えることができるかを判断することができる。 ここでの目標は、曝露されていな

い側の近くにある可燃性物質が発火するレベルに達するまで、熱ふく射による火気の広

がりを回避することにある。  
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