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1. 緒 論 

我が国では、土地利用および周辺住民との合意形成に関わる問題等により新規の内陸処分場建設が困難な現状であ

る。そのため、都市部の港湾域に大規模で展開する海面埋立処分場が果たす役割はますます大きくなっている。海面

埋立処分場における廃棄物埋立護岸は、廃棄物、建設発生土、および浚渫土砂の海面埋立処分に対応して、港湾保全

との整合を図りつつ、埋立処分する空間を確保するためのものである１）。廃棄物埋立護岸は、波浪、高潮、津波など

に十分安全であるとともに、保有水などが海域へ流出することがない遮水工としての構造でなければならない。よっ

て、廃棄物埋立護岸には十分な遮水性が求められる。従来、大水深施工が可能な鋼管矢板は、その施工性および経済

性の観点から、廃棄物埋立護岸として管理型の海面埋立処分場を中心に広く用いられている２）。遮水工としての鋼管

矢板は鋼材自体が不透水であるため、漏水経路が矢板同士の継手箇所に限定される。そのため、継手箇所には遮水処

理を施さなければならい。すなわち、鋼管矢板を廃棄物埋立護岸として適用するためには、その構造的安定性のみな

らず継手箇所における遮水性が重要な検討項目となる。しかしながら、鋼管矢板の継手箇所に対する遮水性能を評価

した既往の研究例は、力学的安定性を評価した研究例と比べ数少ない。嘉門ら３）は、廃棄物埋立護岸に二重鋼管矢板

を適用した海面埋立処分場における有害物質の移流分散経路を検討し、廃棄物埋立護岸として必要とされる鋼管矢板

の遮水性能を議論している。鋼管矢板のみで遮水を行う場合、鋼管矢板自体の透水係数は 10-8 cm/s を維持する必要が

ある。またその条件に相当する鋼管矢板の継手箇所は、透水係数 10-7 cm/s オーダーの遮水処理が行われなければなら

ない３）。本研究では遮水性がより発揮される廃棄物埋立護岸の技術開発を目的として、“連結鋼管矢板”を提案する。

さらに、“新連結鋼管矢板”として開発された H-H 鋼継手箇所の遮水性を、開発した止水性試験から議論する。止水

性試験では、H-H 鋼継手へ鋼矢板用止水材として用いられる水膨潤性止水材を改良した塗料を塗布し、水膨潤性塗料

が塗布された H-H 鋼継手箇所の漏水に対する最大抵抗圧力を検証している。 
 
2. 連結鋼管矢板の埋立護岸への可能性 

海面埋立処分場における廃棄物埋立護岸では、図-1
に示される従来型継手（継手形状により P-P 型継手、

P-T 型継手、および L-T 型継手）を有する鋼管矢板が、

互いに継手を介して連続的に打設される。鋼管矢板が

打設される際、従来型継手（図-1）には遊間が多いた

め、継手部分における遮水処理が必要となる。一般的

に鋼管矢板の従来型継手箇所には、止水用のモルタル

や薬液等を充填することで遮水処理が施される。しか

しながら、遮水処理に伴う処理材（モルタルや薬液）

の流出に伴う周辺海域の水質汚染が懸念される。そこ

で著者らは、従来型継手を有する鋼管矢板の遮水性の

課題を克服するため、図-2 に示す“連結鋼管矢板”の

廃棄物埋立護岸としての適用を提案している。連結鋼

管矢板（図-2）とは、「施工前に 2 本の鋼管矢板を H
鋼継手で溶接合することにより、施工性・経済性の優

れた鋼管矢板として利用する」という新たな発想によ

り開発され、高耐力・完全止水という特性を有する。
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図-1 従来型継手を有する鋼管矢板 
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図-2 連結鋼管矢板 



すなわち、連結鋼管矢板の廃棄物埋立護岸への適用は遮水性の確保のみならず、高い水平支持力が期待できるととも

に鋼材料の削減が見込まれる。これは、図-3 に示すように従来型鋼管矢板と連結鋼管矢板をモデル化し、模型鋼管矢

板基礎に対する遠心場での静的水平載荷実験の結果（図-4）からも確証される４），５）。さらに連結鋼管矢板は、施工前

に 2 本の鋼管矢板を H 鋼継手により溶接連結するため、H 鋼継手箇所へのモルタル注入を行わずに止水することが可

能であり遮水処理を施す必要はない。よって、単純に止水処理材（モルタルや薬液）の注入量を半減することができ、

止水処理材の流出による周辺海域の水質汚染リスクを低減できる。木村らは、廃棄物埋立護岸として連結鋼管矢板を

用いた場合、図-5および表-1のとおり止水処理材の注入量を従来型鋼管矢板の 48%に削減できることを示している６）。

従って、連結鋼管矢板は従来型鋼管矢板と比較して、環境負荷の低減に一層貢献し得る部材であるといえる。連結型

鋼管矢板の特性は、その施工性、環境負荷、および水平耐力の観点から以下のように列挙することができる。 
(1) 2 本同時打設が可能 
(2) 施工時の鉛直精度の向上 
(3) 止水処理材の削減 
(4) 単位長さ当りの曲げ剛性の増加 
(5) 任意の断面形状に閉合可能 
(6) 土砂流出の防止 

廃棄物埋立護岸として連結鋼管矢板を連続打設する場合、連結鋼管

矢板同士は従来型継手（P-P 継手）によって繋がれる。換言すれば、

完全止水が可能な連結鋼管矢板を連続して打設した場合、連結鋼管矢

板間の従来型継手箇所から漏水の危険性が残される。そのため、著者

らは図-6 に示すような連結鋼管矢板の両端の継手箇所に異なる大き

さの H 鋼による継手を使用する“新連結鋼管矢板”をさらに提案して

いる。新連結鋼管矢板は、連結鋼管矢板の特性を維持し

ており、両端の H-H 鋼継手には水膨潤性塗料を塗布する

ことで、モルタル注入を施すことなく遮水することが可

能である。すなわち、連結鋼管矢板の両端の継手箇所を

H-H 鋼継手により改良した新連結鋼管矢板は、連結鋼管

矢板の遮水性をさらに高めることが可能となり得る。 
 
3. H-H 鋼継手の止水性試験 
3.1 試験概要 

新連結鋼管矢板に採用される H-H 鋼継手の遮水性は、

異なる大きさのH鋼の継手接触面に塗布された水膨潤性

塗料によって発揮される。

H-H 鋼継手の間隙は、塗布さ

れた水膨潤性塗料が鋼管矢板

施工時に水中で膨潤すること

により閉鎖する。水膨潤性塗

料は、合成樹脂エラストマー

を止水材ベースとし、これに

高吸水性ポリマー、充填剤、

溶剤などを配合した流動性の

ある止水材である７）。また、

塗料の乾燥塗膜からの抽出水

は食品衛生法に基づく水質基

準を満足し、環境に適合する

ものである。図-7 は止水性試

験に用いた水膨潤性塗料の膨

潤特性を示している。本試験

に用いた水膨潤性塗料は水に

浸漬すると 1～2 時間で膨潤

H鋼継手

載
荷
方
向

従来型継手
従来型継手

載
荷
方
向

(b) 連結鋼管矢板(a) 従来型鋼管矢板

図-3 模型鋼管矢板基礎（遠心模型実験）
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 図-4 荷重－変位曲線（遠心模型実験） 
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図-5 従来型鋼管矢板と連結鋼管矢板の施工性比較 

表-1 施工手間と止水処理材の低減率 

 形状 止水処理 打設手間
壁長1m当りの

曲げ剛性　EI

従来型鋼管矢板

H鋼連結型鋼管矢板

58ヶ所

28ヶ所

59本

29本

9.47×104 (kN ･m2 /m )

1.35×105 (kN ･m2 /m)

143 %49 %48 %

Φ 600×9 mm
 継手 (P-P Φ165.2×9mm)

Φ 600×9 mm
継手 (H 400×400mm)

従来型を100%としたときのH鋼連結型の比率



し始め、24 時間後にはおよそ 20 倍に膨潤する。 
本試験は、H-H 鋼継手の遮水性を把握することが目的

である。そのため、図-8 に示すような H-H 鋼継手箇所の

みを対象とした試験体を用いている。水膨潤性塗料は、

図-8 に示される箇所（異なる大きさの H 鋼の接触位置）

に塗布する。塗料の塗布厚さは膨潤量ならびに膨潤圧に

影響を与え、H-H 鋼継手の遮水性に関与する一要素であ

る。よって、止水性試験は、異なる塗布厚さの H-H 鋼継

手に対して実施している。塗布厚さの管理は、塗布面積

を一定に保ち、材料の重量を計測することにより行う。 
 
3.2 試験方法 
試験体の作製方法および試験手順を以下に示す。 
(1) H-H 鋼継手の接触面に所定の量の水膨潤性塗料を塗

布し、24 時間自然乾燥を実施する（自然乾燥により

水膨潤性塗料は弾性のある固い塗膜と変質する）。 
(2) ゴムパッキンおよび鋼鉄製プレートを用いて試験体

の上下部を挟み、ボルトによりゴムパッキン、鋼鉄

製プレート、および試験体との間に間隙が生じない

ように固定する。 
(3) (2)で作製された試験体を 20 度の恒温水槽中で 3 日

間浸漬し、塗布した塗料を完全に膨潤させる。 
(4) 鋼鉄製プレート中央に開いた空気圧注入口にエアコ

ンプレッサーを接続する。 
(5) エアコンプレッサーを開き、H-H 鋼継手内部に空気

圧を送り込む。この際、空気圧の調節は圧力計で行

う。調節方法は、1 分毎に 0.1 MPa 増加させ、空気

漏れが起こるまで圧力を増加させる。また、空気漏

れが発生した時点の空気圧を最大抵抗圧力とする。 
図-9 は用いた止水性試験装置の詳細を示す。さらに、

試験体の諸元および塗量の塗布厚さの詳細は表-2 に示

している。 
 
3.3 結果と考察 

表-3 および図-10 は、H-H 鋼継手に塗布する水膨潤性

塗料の塗布厚さと H-H 鋼継手の最大抵抗圧力の関係を

示している。これより、水膨潤性塗料の塗布厚さが薄く

なることに伴い、H-H 鋼継手の最大抵抗圧力は低下し、

1 mm の塗布厚さでは 0.25 MPa である。これは、水深に換算すれば 25 m に相当する。しかしながら、塗料の塗布厚さ

が 2 mm および 3 mm の場合、H-H 鋼継手は水深 50 m での水圧に相当する 0.5 MPa 以上の最大抵抗圧力を示すことが

できる。すなわち、H-H 鋼継手に対して水膨潤性塗料を 2 mm 以上の厚さで塗布することによって、新連結鋼管矢板

は実現場においても十分に遮水性を発揮し得ると判断できる。一方、H-H 鋼継手の遮水性に影響を及ぼす因子として、

H-H 鋼継手内の間隙（10 mm）に塗布された水膨潤性塗料の膨潤程度が考えられる。ここで述べる膨潤程度とは、H-H
鋼継手内の両側から膨潤した水膨潤性塗料間の接触面における膨潤応力であり、塗料間の接触面における膨潤応力は

H-H継手
（膨潤性塗料塗布）

図-6 新連結鋼管矢板（H-H 鋼継手） 
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図-8 H-H 鋼継手の試験体（止水性試験） 
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 図-7 水膨潤性塗量の膨潤性 

H鋼継手

鋼鉄製
プレート

ボルト

空気圧
注入口

(a) 断面図

(b) 立面図

ゴムパッキン
H鋼継手
（大）

鋼鉄製
プレート

H鋼継手
（小）

圧力計

コンプレッサー

 
図-9 止水性試験装置 



塗布厚さの増大に伴って増加するものと予測する。本試験では、水膨

潤性塗料の塗布厚さが H-H 鋼継手の抵抗可能な水圧に影響を与える

ことを明らかにし、適切な厚さで塗料を塗布することで鋼管矢板の施

工ならびに廃棄物埋立護岸として受ける水圧に耐え得ることが確認さ

れた。 
 
4. 結 論 

海面埋立処分場における廃棄物埋立護岸として連結鋼管矢板なら

びに新連結鋼管矢板の適用を提案し、新連結鋼管矢板として開発され

た H-H 鋼継手箇所の遮水性を検証した。得られた成果は以下のとおり

である。 
(1) 連結鋼管矢板は、施工前に 2 本の鋼管を H 鋼継手により連結する

ため、H 鋼継手箇所へのモルタル注入を行わずに止水することが

可能であり遮水処理を施す必要はない。よって、単純に止水処理

材（モルタルや薬液）の注入量を半減することができ、止水処理

材の流出による周辺海域の水質汚染リスクを低減できる。 
(2) 新連結鋼管矢板は、連結鋼管矢板の特性を維持しており、両端の

H-H 鋼継手には水膨潤性塗料を塗布することで、モルタル注入を

施すことなく遮水することが可能である。 
(3) H-H 鋼継手内に塗布された水膨潤性塗料の膨潤程度は、H-H 鋼継

手の遮水性に影響を及ぼす。H-H 鋼継手内の両側から膨潤した水

膨潤性塗料間の接触面における膨潤応力は、塗布厚さの増大に伴

って増加する。 
(4) 適切な厚さで水膨潤性塗料を塗布することで、新連結鋼管矢板の

施工ならびに廃棄物埋立護岸として受ける水圧に耐え得る。 
 

現在、本稿で報告した止水性試験を耐水圧型透水試験に改良するこ

とで新連結鋼管矢板における H-H 鋼継手箇所の遮水性能をより詳細

に検討している。さらに、H-H 鋼継手箇所の課題として挙げられる引

張方向への抵抗力を改善するため、H-H 鋼継手内へ突起部の設置を検

討している。突起部を設けた H-H 鋼継手に対しては、引張試験を実施

し、継手箇所の引張剛性を評価する予定である。 
 

本研究の実施にあたりご協力頂いた京都大学大学院 Arap Too 
Kiptanui 氏、および磯部公一氏に感謝致します。 
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表-2 試験体の諸元と試験ケース 表 試験体 諸 試験ケ
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1 mm
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10 mm
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図-10 各ケースにおける止水性試験結果 

表-3 各ケースにおける最大抵抗圧力 

最大抵抗
圧力(MPa)

Case-1 Case-2 Case-3

0.7 0.5 0.25


