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論

海面処分場では，従来型継手（P-P，P-T および L-T 継手）を持つ鋼管矢板部材が互いに継手を嵌合しつつ，鉛直遮水
壁として連続的に打設される．しかしながら，現場において鋼管矢板が従来型継手を介して高精度に嵌合されることは，
打設精度から考えると容易でなく，結果的に，不健全な継手嵌合状態を呈した鋼管矢板遮水壁が構築されている．さら
に，不健全な嵌合状態の従来型継手に対して，打設後処理として袋詰めモルタルやアスファルトの充填による不確実な
継手部遮水処理が実施されている現状にある．一方，H-H 継手を施した連結鋼管矢板は，そのような不確実な遮水処理
に起因する鋼管矢板遮水壁の信頼性の低下を根本から改善した部材および工法である１）．
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，図-1 に示すとおり打設前にあらかじめ塗布もしくは
接着された膨潤止水材の膨潤効果によって発揮される．また，膨潤止水材が塗布・接着された H-H 継手を施した連結鋼
管矢板の遮水レベルは，膨潤止水材の様々な接着条件ならびに水質環境において実験的に明らかにされ，従来型継手を
持つ鋼管矢板に対する H-H 継手を施した連結鋼管矢板の遮水処理の優位性が示されている１），２）．本報告では，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の耐久性に着目し，淡水および海水環境における膨潤止水材の
塗膜強度試験ならびに耐圧試験を実施し，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評価している．
膨潤止水材の基礎物性

2.

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り，膨潤止水材の膨潤は，主に膨潤止水材中に含まれる高吸水性ポリマーの膨潤によるものであ
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，それぞれ 15〜20 倍および 5〜7 倍に膨潤する．一方，膨
潤止水材を塗布・接着した 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おいて遮水工基準を 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されている２）．
膨潤止水材を H-H 継手を施した連結鋼管矢板に適用する場合，シートとして H-H 継手内に接着する止水材（膨潤シ
ート），ならびに塗料として塗布する止水材（膨潤塗料）があり，現場条件に応じてこれら膨潤止水材の性状を選択する
ことが可能である．なお，膨潤塗料の塗布は止水材と鋼がより密実に合成することで剥離等を防止できる，一方，膨潤
止水材自体の透水係数はシートもしくは塗料による相
違がなく，いずれも 10-9 cm/s オーダーである．
膨潤止水材の耐久性試験

3.

H-H 継手を施した連結鋼管矢板が発揮する低透水性
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化（耐久性）の評価によって予測することができる．
そこで，膨潤止水材に対する塗膜強度の経時変化およ

water-swelling paint sheet/coat

び塗膜強度と耐圧力の関連性を明らかにすることを目
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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．
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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）
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膨潤止水材の塗膜強度試験では，図-2(a)に示す 2 枚
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膨潤止水材の塗膜強度試験の概要
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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 の膨潤シートを耐圧
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

(c) scrapping

(a) Flange jig

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

(b) Pressure test for coating sheet

を耐圧力とした．同時に，耐圧試験後の供試

図-3

(d) Strength test for coating sheet

膨潤止水材の耐圧試験ならびに塗膜試験の流れ

体に対して進入弾性治具を用いた塗膜強度試
求めた．なお，本試験における厚さの異なる膨潤シートの使用な
らびに任意の水没期間における試験実施は，膨潤止水材に対して
様々なレベルの塗膜強度と耐圧力の関連を得るためである．
3.2

結果と考察

図-4 は，塗膜強度試験より得られた 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．水没初期の膨潤シート
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
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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

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
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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

ば，海水環境に曝された膨潤止水材は淡水環境に曝された場合と
比較して膨潤量が小さいものの，海水環境に曝された膨潤止水材
の密度は比較的高く，膨潤止水材の塗膜強度は同一水没期間にお
いて海水環境が淡水環境よりも大きい．なお，膨潤止水材の塗膜
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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
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は可能である．
図-5 は，淡水に 15〜30 日間水没した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
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塗膜強度と耐圧力の関係

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．ここで，海面処分場において適用された膨潤止水材（H-H 継手を施
した連結鋼管矢板の遮水処理に適用）に求められる耐圧力は危険側を予測しても 0.05 MPa（水位差 5 m）程度である．
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）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．
4.

結

論

本報告では，H-H 継手を施した連結鋼管矢板の遮水処理において用いられる膨潤止水材の塗膜強度試験および耐圧試
験を実施することで，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明確にした．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．なお，今後は本試験を継続
的に実施することで膨潤止水材の長期的な耐久性をより詳細に評価する予定である．
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