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1. はじめに 
鋼管矢板は，連続する土留め壁を構築する目的で鋼管に継手（P-P，P-Tおよび L-T継手，以後，従来型

継手と略称）を設けた土留め用鋼材である．従来から鋼管矢板は，遮水機能を有する壁体として，構造物

基礎・土留め壁として広く利用されている．近年では，海面処分場における廃棄物埋立護岸としての適用

実績が報告されている．しかしながら，鋼管矢板の継手箇所における施工性，低剛性および低遮水性は，

鋼管矢板を適用する上で解決しなければならない急務の課題であり，筆者らは 2本の鋼管が H鋼であらか
じめ溶接された部材である「連結鋼管矢板」を開発している１），２）．さらに，連結鋼管矢板の開発に係わる

技術として，2つの H鋼を用いた「H-H継手」による連
結鋼管矢板端部の継手性能の向上を図るとともに，「H-H
継手を施した連結鋼管矢板（図-1 参照）」を用いた廃棄
物埋立護岸の構築を検討している２）． 
本報告では，廃棄物埋立護岸として H-H継手を施した

連結鋼管矢板の遮水処理に用いる膨潤止水材に着目し，

淡水および海水環境における塗膜強度特性の経時変化お

よび塗膜強度と耐圧力の関連性を検討する．さらに，H-H
継手を施した連結鋼管矢板に対して，淡水・海水環境に

おける遮水性能（透水係数）を評価している． 
2. H-H継手を施した連結鋼管矢板工法 
従来型継手を持つ鋼管矢板に対する遮水処理では，鋼

管矢板の打設後に継手空間内へ低透水性の袋詰めモルタ

ルやアスファルトを充填することで継手箇所の透水係数

を低下させる工法が一般的である．しかしながら，遮水

処理において充填した袋詰めモルタルと継手鋼材の接触

界面に沿う水みちの発生や，モルタルの継手深部におけ

る不均一な充填性は顕在している．従来型継手における

遮水処理の信頼性が低い原因は，主として従来型継手を

持つ鋼管矢板の打設・嵌合性能に拠るものである．従来
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図-1 H-H継手を施した連結鋼管矢板 
 

表-1 H-H継手を施した連結鋼管矢板工法の特徴 
 

  
従来型継手を持つ鋼管矢板 

 

 
H-H継手を施した連結鋼管矢板 

 
鋼管矢板 (1) 1本の鋼管に 2箇所の従来型継手 

(2) 継手箇所における低い剛性 
(3) 鋼管矢板の傾斜・回転に伴う継手構造の破損 
(4) 鋼管矢板護岸としての力学安定性 

(1) 2本の鋼管および中間 H鋼に対して 2箇所の継手 
(2) 既製 H鋼の効果的に溶接による高い剛性１） 
(3) 施工時の高い鉛直打設精度（健全な継手嵌合）２） 

(4) 鋼管矢板護岸としての高い水平抵抗特性２） 
遮水処理 (1) 嵌合される全ての継手箇所に対する遮水処理 

(2) 継手空間内における不完全な土砂洗浄 
(3) 打設後における遮水処理材（モルタル等）の充填 
(4) 継手内の狭い曲面空間へ遮水処理材の充填 
(5) 遮水処理材の不均一な充填性 
(6) 遮水処理材の海域流出 
(7) 遮水処理作業の確認困難 

(1) 嵌合される継手箇所の半減 
(2) 継手空間内の土砂の撤去・洗浄作業が容易 
(3) 打設前における膨潤止水材の塗布・接着 
(4) 欠損を考慮した膨潤止水材の品質管理 
(5) モルタルなど流動性の遮水材が不要（膨潤止水材で遮水）
(6) H鋼内の広い平面空間における遮水処理も可能 
(7) 平面空間を活かした遮水処理の確認が容易 

維持・管理 (1) 遮水処理材の充填に伴う継手空間内の封鎖 
(2) 遮水処理材の充填性の確認が困難 
(3) 遮水処理後の品質管理が不可能 
(4) Fail-safeの設計理念への対応が困難 

(1) 膨潤止水材を施しても継手空間は未封鎖 
(2) 継手空間の利用による遮水処理作業の確認が容易 
(3) 各種センサーによる膨潤止水材の打設後管理 
(4) Fail-safeとしての継手空間の有効活用が可能 
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型継手を持つ鋼管矢板の打設では，鋼管矢板の傾斜・回転に伴い，既に継手箇所においてせり合いや押し

引きなどが発生し，深度方向に対して健全な状態の継手形状を維持していない１）．一方，図-1 で示した
H-H継手を施した連結鋼管矢板は，従来型継手を持つ鋼管矢板で最大の弱点となる現場施工性を克服する
ために開発された経緯があり１），２），遮水処理工法などに関して表-1 に示すとおりの特徴を有する．すな
わち，H-H継手を施した連結鋼管矢板は，従来から実施されている鋼管矢板継手の遮水処理法の不確実性
を改良したものではなく，全く新しい視点で高い遮水性を発揮する廃棄物埋立護岸の構築が期待できる． 

3. H-H継手の遮水処理と膨潤止水材 
H-H継手を施した連結鋼管矢板における H-H継手部の遮水性は，打設前にあらかじめ塗布もしくは接着
された塗料もしくはシート状の膨潤止水材の膨潤効果によって発揮される．膨潤止水材は，合成樹脂エラ

ストマーを止水材ベースとし，高吸水性ポリマー，充填剤および溶剤などを配合した流動性のある止水材

である．また，膨潤止水材の乾燥塗膜から抽出された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．膨潤止水材は，淡水および海水に浸漬すると 24 時間後に，重量比でそれぞれ 15～
20 倍および 5～7 倍に膨潤する．なお，膨潤止水材の実績に関して，鋼矢板における継手箇所の遮水処理
では一般的に適用されている３）． 

H-H継手を施した連結鋼管矢板が発揮し得る遮水性は，H-H継手内に塗布・接着した膨潤止水材の膨潤
後における強度特性の評価によっても概略的に予測できる可能性がある．そこで，膨潤止水材に対する塗

膜強度の経時変化および塗膜強度と耐圧力の関連性を明らかにすることを目的として，膨潤止水材の塗膜

強度試験および耐圧試験を実施した． 
膨潤止水材の塗膜強度試験では，図-2(a)に示す 2枚のアクリル板に 2 mm厚さの膨潤止水材を接着した

供試体を作製し，淡水および人工海水（3％食塩水）で満たされた水槽内に水没させる．さらに，所定時間
水没させた後，アクリル板から取り出した膨潤止水材（膨潤塗膜）へ図-2(b)で示す進入弾性治具（直径 3 
mm）を徐々に進入させ，塗膜強度（進入弾性値）を計測した．一方，膨潤止水材の耐圧力と塗膜強度の
関連性を評価する試験（図-3参照）では，厚さ 2，1.4，1.2および 1 mmの膨潤止水材を耐圧容器内のフラ
ンジ治具（間隔：10 mm）の両面に接着し，耐圧容器を淡水で満たされた水槽内に水没させ，15～30日経
過後に水没した耐圧容器内へ段階的な加圧を実施し，空気漏出が確認された圧力を測定し，前段階の圧力

を耐圧力とした．同時に，耐圧試験後の供試体に対して進入弾性治具を用いた塗膜強度試験を実施するこ

とで，膨潤止水材の耐圧力と塗膜強度の関連性を求めた． 
図-4は，2 mm厚さの膨潤止水材における塗膜強度の経時変化を示している．水没初期の膨潤止水材は
水没前の塗膜強度を保持し，時間の経過とともに水分が膨潤止水材全体に浸透することにより塗膜強度は

低下傾向を示す．塗膜強度の低下は，水分が膨潤止水材へ浸透する過程において膨潤止水材を形成してい

る高吸水性ポリマーが吸水膨潤し，膨潤止水材内の密

度（架橋密度）が膨潤に伴い低下することに拠るもの

である．一方，人工海水に水没した膨潤止水材は，淡

水と比較して塗膜強度の値は大きい．これは，電解質

を含んだ海水環境では膨潤止水材の膨潤量が淡水環境

と比較して小さいため，結果的に膨潤止水材の密度が

淡水環境下よりも高くなるためである． 
図-5は，膨潤止水材に対する塗膜強度と耐圧力と関
係を示している．これより，膨潤止水材の塗膜強度の

増大に伴い耐圧力も増大しており，膨潤止水材の塗膜
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図-2 膨潤止水材の塗膜強度試験の概要 
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図-3 膨潤止水材の耐圧試験ならびに塗膜試験の流れ 
 



強度が 1.0 N以上では 0.5 MPa以上の耐圧力，塗膜強度が 0.2 N
以下になると 0.1 MPaまで耐圧力が低下する．すなわち，膨潤
止水材の塗膜強度が 0.2 N以上を維持できれば，膨潤止水材は
作用水圧 0.05 MPa（海面処分場における管理水位に相当）に対
して十分な遮水効果を維持できると予測できる．また，実施し

た膨潤止水材の塗膜強度試験では，1 年に及ぶ計測期間におい
て膨潤止水材の塗膜強度が，海水・淡水環境において 1.7 およ
び 1.0 N付近に漸近する傾向を示しており（図-4参照），長期的
にも安定した進入弾性値および耐圧力を発揮できるものと推測

される．ただし，膨潤止水材の長期的な耐久性をより詳細に評

価するためには，本試験を継続的に実施することが必要である． 
4. H-H継手を施した連結鋼管矢板の遮水性能 
膨潤止水材を接着した H-H 継手を施した連結鋼管矢板に対

する淡水・海水環境下での遮水性能を評価するため，水道水お

よび人工海水（3％食塩水）を用いた透水試験を実施した５）． 
図-6は，膨潤止水材を接着した H-H継手を施した連結鋼管矢
板の人工海水および淡水環境における作用水圧と透水係数の関

係を示している．これより，作用水圧が 0.1 MPa以下では，い
ずれのシート厚で膨潤止水材を接着した H-H 継手を施した連
結鋼管矢板とも，人工海水および淡水を用いた環境で同程度の

透水係数を発揮する．一方，人工海水を用いた場合の H-H継手
を施した連結鋼管矢板の透水係数は，作用水圧の上昇に伴い淡

水を用いた透水係数と比較して増大する傾向にある．これは，

水質に応じた膨潤止水材の膨潤倍率の差異による膨潤界面圧力

の大小関係に起因し，人工海水を用いた環境では淡水を用いる

よりも膨潤界面における圧力が小さいためである． 
海水環境に曝された H-H 継手を施した連結鋼管矢板の遮水

性能は，比較的高い水圧が作用する下で淡水環境に比べ透水係

数が高くなる．しかしながら，管理水位が設定された海面処分

場４）において廃棄物埋立護岸が受ける水圧は，危険側を評価し

ても 0.05 MPa程度以下である．よって，H-H継手を施した連結
鋼管矢板に関する廃棄物埋立護岸としての遮水性能は，水質（海

水および淡水）に依存することなく，遮水工基準を 2オーダー
程度下回る高い遮水性を発揮できる． 
5. おわりに 
本報告では，H-H継手を施した連結鋼管矢板の遮水処理で用

いられる膨潤止水材の塗膜強度特性ならびに塗膜強度と耐圧力

の関連性を把握にするとともに，淡水・海水環境における H-H
継手を施した連結鋼管矢板の遮水性能を評価した．その結果，

膨潤止水材の塗膜強度は，淡水環境に比べ海水環境に曝された方が大きく，また時間の経過に伴い塗膜強

度は安定傾向を示す．さらに，安定傾向を示した塗膜強度では，海面処分場において十分な耐圧力を有し

ていることを示した．鉛直遮水壁としての H-H継手を施した連結鋼管矢板の遮水性能は，海水および淡水
環境に差異がなく，遮水工基準を 2オーダー程度下回る高い遮水性を発揮できることが明らかになった． 
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図-4 塗膜強度の経時変化 
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図-5 塗膜強度と耐圧力の関係 
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図-6 H-H継手を施した連結鋼管矢板に 
   対する作用水圧と透水係数の関係 


