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(54)【発明の名称】地下構造物先防水のセパレータ部の処理方法及びその構造物
(57)【要約】
【課題】

簡単で容易な施工性と優れた止水を施工する

ことができる地下構造物先防水のセパレータ部の処理方
法及びその構造物を提供する。
【解決手段】

敷設された防水シート４に対して防水布

５を当て布し、前記防水シート４と前記防水布５がボル
ト３、ナット８により固定され、かつ、前記防水シート
４と前記防水布５間の応力伝搬力（ｋＮ）が前記防水シ
ート４の破断強さ（ｋＮ）×０．５以下であり、かつ、
前記防水布５と前記ボルト３間に生じる空隙を水密性材
料９で処理する。
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【特許請求の範囲】

されたソイルセメント壁（例えば、ＳＭＷ）からなる土

【請求項１】

敷設された防水シートに対して防水布を

留壁が、まず形成され、そのＨ鋼に後工程で打設するコ

当て布し、前記防水シートと前記防水布がボルト、ナッ

ンクリート型枠を支持するためのセパレータと称される

トにより固定され、かつ、前記防水シートと前記防水布

金属製棒が溶接等で接続される。開削トンネル先防水を

間の応力伝搬力（ｋＮ）が前記防水シートの破断強さ

目的として敷設される防水シートは、セパレータ貫通部

（ｋＮ）×０．５以下であり、かつ、前記防水布と前記

で開穴された後に、土留壁に釘等で取り付けられる。

ボルト間に生じる空隙を、水密性材料で処理することを

【０００３】さらに、セパレータを介して、土留壁の反

特徴とする地下構造物先防水のセパレータ部の処理方

対側に型枠を組み、防水シートと型枠に形成される空間

法。
【請求項２】

部にコンクリートを打設し、コンクリート養生後に型枠
請求項１記載の地下構造物先防水のセパ
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を脱型し、コンクリート躯体をセパレータで保持・固定

レータ部の処理方法において、前記防水シートおよび防

する。このセパレータ部は、打設されるコンクリートと

水布は、その少なくともシート片面の表層樹脂が、酢酸

の密着性が弱くなるために、セパレータとコンクリート

ビニル８０〜９９質量％のエチレン−酢酸ビニル共重合

躯体間に連続する隙間が形成されやすく、結果的に土留

樹脂（Ａ）及び酢酸ビニル含有量５０〜７５質量％のエ

壁から浸入する水がセパレータ部を通じてトンネル内等

チレン−酢酸ビニル共重合樹脂（Ｂ）からなり、その配

の地下構造物内へ漏水するという問題を有している。

合比（質量比）Ａ／Ｂを０．２〜５とすることを特徴と

【０００４】一方、かかるセパレータ部からの漏水を防

する地下構造物先防水のセパレータ部の処理方法。

止する従来技術は、セパレータ部で開穴されたシート部

【請求項３】

請求項１記載の地下構造物先防水のセパ

をゴムアスファルト系、シリコン系、ウレタン系等のコ

レータ部の処理方法において、前記防水布が繊維布帛で

ーキング剤で密閉処理する方法がごく一般的に採用され

補強されていることを特徴とする地下構造物先防水のセ
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ている。

パレータ部処理方法。

【０００５】図２はかかる従来のセパレータ周りの防水

【請求項４】（ａ）地下構造物の側壁に突設されるボル

処理方法の説明図である。

トと、（ｂ）前記側壁のボルト回りの前記側壁の表面に

【０００６】この図において、１０１はソイルセメント

敷設される防水シートと、（ｃ）前記側壁のボルト回り

壁（例えば、ＳＭＷ）、１０２は空隙、１０３はボル

の前記防水シート上に増張りされる防水布と、（ｄ）前

ト、１０４は防水シート、１０５はコーキング剤で処理

記ボルトに螺合して前記防水シートと防水布とを締結す

されたシーリング部である。

るナットと、（ｅ）前記防水シートと前記防水布間の応

【０００７】この方法は、シート敷設後もシートに張力

力伝搬力（ｋＮ）が、前記防水シートの破断強さ（ｋ

が付加されることなく、コーキング剤で処理された部位

Ｎ）×０．５以下であり、かつ、前記防水布と前記ボル

（シーリング部）の形状変化がなければ有効な止水法で

ト間に生じる空隙を処理する水密性材料とを具備するこ
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ある。しかし、実際にシート敷設される土留壁は、凹凸

とを特徴とする地下構造物先防水のセパレータ部の構造

の大きな不陸部である場合が一般的であるために、コン

物。

クリート打設に伴う流体圧によりシートが引っ張られ、

【請求項５】

請求項４記載の地下構造物先防水のセパ

セパレータが貫通しているシート部の穴寸法、形状を大

レータ部の構造物において、前記防水布と前記ナット間

きく変化させ、せっかく塞いだ穴が大きく開口すること

にゴムパッキンと座金とを備えることを特徴とする地下

になり、結果的には、止水の目的をほとんど確保し得な

構造物先防水のセパレータ部の構造物。

いのが現状である。

【発明の詳細な説明】

【０００８】かかる不都合を回避する方法に関する従来

【０００１】

技術としては、（１）特公平３−２９５９７８号、実公

【発明の属する技術分野】本発明は、地下構造物を施工
する際に、仮土留め壁に予め防水シートなどを設置し、

昭５９−１６４４１号、特開平５−３０４３２号、特開
40

平７−２７９２６５号（特許第３０２９７６６号）等で

その後躯体コンクリートを打設する先防水工における、

提案されている、棒状のセパレータの一部を水膨潤性止

コンクリート型枠の固定に適用使用されるセパレータ部

水材を用いて、浸入した水に接触して該部が膨張するの

の処理方法及びその構造物に係り、特に、そのセパレー

を利用して、隙間を埋め、止水を確保する方法、あるい

タ本来の機能であるコンクリート躯体の固定力を保有し

は、特開平９−２１７４８５号（特許第３０８１７８３

ながら、そのセパレータ部に高度な遮水性をも兼備し得

号）で提案されている膨張セメントモルタルを施す方

る地下構造物に対する先防水のセパレータ部の処理方法

法、（２）さらには、特開平１１−２９３９１８号（第

及びその構造物に関するものである。

２９７６２９２号）で提案されている、防水シートの開

【０００２】

穴部の周りの縁部をナットとフランジ部で締め付け固定

【従来の技術】例えば、開削トンネルにおける先防水シ

する方法が挙げられる。

ート工法は、図３に示すように、一般的にＨ鋼等で補強
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【０００９】

( 3 )
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4

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記

つ、前記防水布と前記ボルト間に生じる空隙を処理する

（１）の水膨潤性止水材を用いる方法は、コンクリート

水密性材料とを具備することを特徴とする。

打設時の水分による膨張力、率が不十分であるために必

【００１８】〔５〕上記〔４〕記載の地下構造物先防水

ずしも目標とする止水効果が得られない。

のセパレータ部の構造物において、前記防水布と前記ナ

【００１０】また、上記（２）の開穴部の周りの縁部を

ット間にゴムパッキンと座金とを備えることを特徴とす

締め付ける方法は、前記したように、コンクリート打設

る。

時の流体圧によるシート穴拡大および長期間の実用で締

【００１９】

め付け力が減じ、完全な止水がなされない。

【発明の実施の形態】本発明の防水シートは、特に限定

【００１１】以上のように、従来技術によるセパレータ
部の止水は、必ずしも満足のいく方法ではないのが現状

の必要がなく、広く一般的に使用されている防水シート
10

が使用・適用でき、例えば、ゴム系、アスファルト系、

である。

オレフィン系、エチレン酢酸ビニル系等の連続被膜から

【００１２】本発明は、上記状況に鑑みて、簡単で容易

なる防水シートが使用できる。さらに、本発明の効果を

な施工性と優れた止水を施工することができる地下構造

顕著ならしめるためには、防水シートは、その少なくと

物先防水のセパレータ部の処理方法及びその構造物を提

もシート片面の表層樹脂が、酢酸ビニル８０〜９９質量

供することを目的とする。

％のエチレン−酢酸ビニル共重合樹脂（Ａ）および酢酸

【００１３】なお、ここで地下構造物とは、開削トンネ

ビニル含有量５０〜７５質量％のエチレン−酢酸ビニル

ル、地下駅、線路下横断構造物、Ｕ型擁壁など、地盤中

共重合樹脂（Ｂ）からなり、その配合比（質量比）Ａ／

に構築される構造物をいう。これらの構造物では、施工

Ｂを０．２〜５とする場合がより好ましい。これは、か

後に地下水による漏れが問題となるため、一般的に防水

かる防水シートが打設コンクリートの硬化過程でコンク

工を施工する。

20

リート躯体に高度に密着するために当て布防水シートと

【００１４】

接するコンクリート躯体間の通水を阻止し得る理由によ

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達

る。

成するために、

【００２０】本発明の特徴点である敷設防水シートと当

〔１〕地下構造物先防水のセパレータ部処理方法におい

て布である防水布間の応力伝搬力は、敷設防水シートの

て、敷設された防水シートに対して防水布を当て布し、

破断強力の０．５以下である必要があり、さらに好まし

前記防水シートと前記防水布がボルト、ナットにより固

くは、０．２以下である。０．５を越えると防水布のセ

定され、かつ、前記防水シートと前記防水布間の応力伝

パレータを貫通する穴が大きくなり、結果として、セパ

搬力（ｋＮ）が前記防水シートの破断強さ（ｋＮ）×

レータ部の遮水性に問題が発生する。

０．５以下であり、かつ、前記防水布と前記ボルト間に

【００２１】また、この敷設防水シートと防水布間の応

生じる空隙を、水密性材料で処理することを特徴とす
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力伝搬性を低下する目的で、敷設防水シートと防水布間

る。

に低摩擦係数の離型能力に優れる金属、プラスチック等

【００１５】〔２〕上記〔１〕記載の地下構造物先防水

の材料を挿入することも好ましい。

のセパレータ部の処理方法において、前記防水シートお

【００２２】また、敷設防水シートおよび防水布は、そ

よび防水布は、その少なくともシート片面の表層樹脂

の開穴抵抗性を高めるために合成繊維性布帛で補強し、

が、酢酸ビニル８０〜９９質量％のエチレン−酢酸ビニ

引張り強さは１０ｋＮ／ｍ以上とすることがより好まし

ル共重合樹脂（Ａ）および酢酸ビニル含有量５０〜７５

い。

質量％のエチレン−酢酸ビニル共重合樹脂（Ｂ）からな

【００２３】また、防水布の当て布寸法、形状に制限は

り、その配合比（質量比）Ａ／Ｂを０．２〜５とするこ

ないが、１００ｃｍ

とを特徴とする。
【００１６】〔３〕上記〔１〕記載の地下構造物先防水

2

程度の円形、正方形等のものが好

適に使用、適用される。
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【００２４】また、上記の防水布（当て布）を貫通する

のセパレータ部の処理方法において、前記防水布が繊維

ボルト等からなる挿入具の間隙を、シーリングする必要

布帛で補強されていることを特徴とする。

があり、その材料として特に限定の必要はないが、ウレ

【００１７】〔４〕地下構造物先防水のセパレータ部の

タン系、ゴム・アスファルト系、シリコン系、エチレン

構造物において、地下構造物の側壁に突設されるボルト

−酢酸ビニル系等からなる汎用的に実用に供されている

と、前記側壁のボルト回りの前記側壁の表面に敷設され

コーキング剤が適用可能であり、とくに、ウレタン系が

る防水シートと、前記側壁のボルト回りの前記防水シー

良好な接着を得られる点でより好ましい。

ト上に増張りされる防水布と、前記ボルトに螺合して前

【００２５】以下に実施例により本発明を説明する。

記防水シートと防水布とを締結するナットと、前記防水

【００２６】〔敷設防水シートと防水布（当て布）の応

シートと前記防水布間の応力伝搬力（ｋＮ）が、前記防

力伝搬力〕敷設防水シートの上に１０×１０ｃｍからな

水シートの破断強さ（ｋＮ）×０．５以下であり、か

50

る防水布を重ね、防水布上から押圧５０Ｎ／ｃｍ

2

を加

( 4 )
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6

え、敷設防水シートおよび防水布のそれぞれ一端を引張

引張り強さ６００Ｎ／３ｃｍ（２０ｋＮ／３ｃｍ）、ヨ

り試験機のチャックで掴み、敷設防水シート側を１０ｃ

コ伸度２０％、厚さ１．２ｍｍ、目付け１２００ｇ／ｍ

ｍ／ｍｉｎの速度で引っ張った際の応力（Ｎ／１０ｃ

2

ｍ）を測定し、この測定値を敷設防水シートと防水布の

【００３６】鉄板に溶接された８ｍｍφ鉄製ボルト３の

応力伝搬力として測定する。

回りに敷設される防水シート４は、タテ方向に幅２０ｃ

【００２７】〔敷設シートの引張り強さ〕ＪＩＳ

Ｌ１

であった。

ｍ、長さ６０ｃｍでカットする。当て布として用いる防

０９６ラベルトストリップ法に準じて測定する。

水布５は、防水シートを１０×１０ｃｍにカットしたも

【００２８】以下、本発明の実施の形態について、詳細

のを使用する。その敷設防水シート４と防水布５間離型

に説明する。

として用いるゴムパッキン６は、３ｍｍ厚さのゴムシー

【００２９】図１は本発明の実施例を示す開削トンネル

10

トを用いる。敷設防水シート４と防水布５間の応力伝搬

などの地下構造物先防水のセパレータ部処理方法の説明

力を測定したところ、敷設防水シート４の破断強さの

図であり、セパレータ周りの断面を示している。

０．１倍であった。

【００３０】この図において、１はソイルセメント壁、

【００３７】ここで、まず、敷設防水シート４、防水布

２は空隙、３はボルト、４は敷設防水シート（エバブリ

５、ゴムパッキン６及び座金７のそれぞれにボルト３に

ッドＫＪＳ１０００）、５は防水布（当て布：シート増

合わせて８ｍｍφの穴を開け、敷設防水シート４／防水

張り）、６はゴムパッキン、７は座金、８はナット、９

布５／ゴムパッキン６／座金７の順序でボルト３に通し

は水密性材料としてのコーキング剤（吹きつけ接着剤）

た。さらに、防水布５とボルト軸との間にある隙間を水

である。

密性材料であるウレタン系コーキング剤（小西株製、ウ

【００３１】まず、本発明の防水シートの組成について

レタンコート）９で充填被覆した後に、ナット８で締め

説明する。

20

付けて供試験体を作製した。

【００３２】エチレン−酢酸ビニル共重合体（大日本イ

【００３８】この供試験体の鉄板部を完全に固定した後

ンキ株式会社製「エバスレン４２０Ｐ」；酢酸ビニル含

に敷設防水シート４の一端に１００ｋｇの荷重を３日間

有率６０質量％；ＭＦＩ＝１５ｇ／１０分；１９０℃、

に亘って吊り下げ放置し、水密性測定用試料とし、ＪＩ

１０ｋｇ荷重）１００質量部に、炭酸カルシウム１０質

ＳＬ１０９２高圧法により水密性を測定したところ、５

量部およびアマイド系滑剤（堺化学工業株式会社製「Ｌ

００ｋＰａ以上と優れた性能を示した。また、測定後の

ＢＴ−１００」）１質量部を加え、カレンダーロールに

試料を解体して、穴の状態を観察したところ、敷設防水

て１３０℃で混練して、厚さ０．５ｍｍのエチレン−酢

シートの穴部は真円が楕円形に変形していたが、ゴムシ

酸ビニル共重合体シートを製造した。

ートの穴は全く形状変化なく、コーキング剤も完全に空

【００３３】このシート２枚の間にポリエステルフィラ

隙を閉鎖していた。

メント糸製の平織物（５５０ｄｔｅｘポリエステルフィ
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【００３９】一方、従来技術例として実施した敷設防水

ラメント、打込密度タテ１９本／インチ、ヨコ２０本／

シートのみにより、そのボルトと敷設防水シート間に上

インチ）を挿入、１３０℃でラミネート加工により基材

記コーキング処理を施したものは、荷重の吊り下げによ

シートを生産した。

り穴が楕円形に開き、空隙が新たに発生したために、１

【００３４】さらに、酢酸ビニル含有量が９０質量％

０ｋＰａ以下の水密性しかなかった。

（エチレン含有量１０質量％）であるエチレン−酢酸ビ

【００４０】上記したように、本発明によれば、コンク

ニル共重合体を主体とする水性エマルジョンＡ（株式会

リート型枠にセパレータを用い、かつ、該部の遮水防水

社クラレ製「パンフレックスＯＭ−６０００」；濃度５

性が要求される開削トンネル先防水シート工法等に好適

０質量％）と、酢酸ビニル含有量が６５質量％（エチレ

であり、かつ広く、一般的に利用できる。

ン含有量３５質量％）であるエチレン−酢酸ビニル共重
合体を主体とする水性エマルジョンＢ（株式会社クラレ

【００４１】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
40

のではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能

製「パンフレックスＯＭ−２０００」；濃度５０質量

であり、それらを本発明の範囲から排除するものではな

％）を１：１の質量比で混合した水性樹脂混合物（エマ

い。

ルジョン）を前記の基材シート片側全面に、２００ｇ／

【００４２】

ｍ

2

を塗工したのち、１２０℃で乾燥、１８０℃で熱処

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に

理して、エチレン−酢酸ビニル共重合体（Ａ）とエチレ

よれば、簡単で容易な施工性と優れた止水を施工するこ

ン−酢酸ビニル共重合体（Ｂ）からなるエチレン−酢酸

とができ、開削トンネルなどの地下構造物先防水のセパ

ビニル共重合体組成物の塗布量が１００ｇ／ｍ

2

（乾燥

レータ部の止水に好適である。

時）である土木用遮水シート４を作製した。

【図面の簡単な説明】

【００３５】このシートのタテ引張り強さは、７５０Ｎ

【図１】本発明の実施例を示す開削トンネルなどの地下

／３ｃｍ（２５ｋＮ／ｍ）、タテ伸度１５％およびヨコ

50

構造物先防水のセパレータ部処理方法の説明図である。

( 5 )

特開２００２−３６４２９８

7

8

【図２】従来の開削トンネル先防水のセパレータ部処理

３

ボルト

方法の説明図である。

４

敷設防水シート（エバブリッドＫＪＳ１０００）

【図３】従来のソイルセメント壁の凹凸状況を示す図で

５

防水布（当て布：シート増張り）

ある。

６

ゴムパッキン

【符号の説明】

７

座金

１

ソイルセメント壁

８

ナット

２

空隙

９

水密性材料〔コーキング剤（吹きつけ接着剤）〕

【図１】

【図２】

【図３】
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