JP 6430734 B2 2018.11.28

(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
コンクリート床版の表面にアクリル系ラジカル硬化性樹脂を塗布し浸透型防水層を形成
する工程と、
前記浸透型防水層の上に加熱アスファルト塗膜系樹脂を塗布し硬化させて加熱アスファ
ルト塗膜系樹脂層を形成する工程と、
を備え、
前記アクリル系ラジカル硬化性樹脂は、５℃における粘度が３００ｍＰａ・ｓ以下であ
り、
アクリル系ラジカル硬化性樹脂としてメチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂お
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よびエポキシアクリレート樹脂を含有するアクリル系ラジカル硬化性樹脂を用いること
を特徴とするコンクリート床版の防水方法。
【請求項２】
コンクリート床版の表面に形成される５℃における粘度が３００ｍＰａ・ｓ以下である
アクリル系ラジカル硬化性樹脂よりなる浸透型防水層と、
前記浸透型防水層の表面に形成される加熱アスファルト塗膜系樹脂層と、を備え、
アクリル系ラジカル硬化性樹脂にメチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂および
エポキシアクリレート樹脂を含有すること
を特徴とするコンクリート床版の防水構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、コンクリート床版の防水方法及びコンクリート床版の防水構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
道路や橋等に用いられているコンクリート床版では、荷重負荷や地震、風雨等を繰り返
し長期間に亘り受け続けることにより、クラックが生じることがある。
【０００３】
そして、こうして生じたクラックに雨水が侵入すると、コンクリート床版の劣化が更に
進行してしまう。
【０００４】
そこで、こうしたコンクリート床版の劣化を防止するための技術として、特許文献１に
は、コンクリート床版に樹脂接着剤を塗布、浸潤させた状態で硬化させたエポキシ樹脂接
着剤よるなる樹脂接着剤層と、この樹脂接着剤層の上に塗布して硬化させたアスファルト
塗膜とで構成される防水層をコンクリート床版に形成させる技術が記載されている。この
特許文献１に記載の技術では、エポキシ樹脂接着剤として、２０℃における粘度が２５０
０ｍＰａ・ｓ以下のエポキシ樹脂接着剤が用いられている。
【０００５】
また、特許文献２には、コンクリート床版に含浸した後降下して床版と一体化した防水
層を形成するアクリル系ラジカル硬化性液状樹脂組成物の上に、砂礫が散布され、かつ加
熱塗布系アスファルト防水材を形成するコンクリート床版防水工法が記載されている。特
許文献２に記載されている技術においても、塗布時の粘度として具体的に２０℃における
粘度が２０００ｍＰａ・ｓ以下であるアクリル系ラジカル硬化性樹脂が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８−５７１１９号公報
【特許文献２】特開２００７−８５０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし、特許文献１及び２に記載されている技術は、２０℃という温暖な気候において
は粘度が低く、コンクリート床版への塗布性や浸潤性に優れているものの、冬季や寒冷地
等の低温状況下で施工を行う際に用いる場合、粘度が高くなってしまい、コンクリート床
版への塗布や浸潤が十分に行うことができないという問題があった。
【０００８】
そのため、低温状況下における施工時にも十分に低い粘度を備え、コンクリート床版へ
の塗布や浸潤を十分に行える防水構造や防水方法があれば好ましい。
【０００９】
そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、冬季や寒冷地等、
低温状況下でもコンクリート床版に対する良好な塗布性やクラックへの浸透性を発揮する
ことのできるコンクリート床版の防水方法及びコンクリート床版の防水構造を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
第１発明は、コンクリート床版の表面にアクリル系ラジカル硬化性樹脂を塗布し浸透型
防水層を形成する工程と、前記浸透型防水層の上に加熱アスファルト塗膜系樹脂を塗布し
硬化させて加熱アスファルト塗膜系樹脂層を形成する工程と、を備え、前記アクリル系ラ
ジカル硬化性樹脂は、５℃における粘度が３００ｍＰａ・ｓ以下であり、アクリル系ラジ
カル硬化性樹脂としてメチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂およびエポキシアク
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リレート樹脂を含有するアクリル系ラジカル硬化性樹脂を用いることを特徴とする。
【００１２】
第２発明は、コンクリート床版の表面に形成される５℃における粘度が３００ｍＰａ・
ｓ以下であるアクリル系ラジカル硬化性樹脂よりなる浸透型防水層と、前記浸透型防水層
の表面に形成される加熱アスファルト塗膜系樹脂層と、を備え、アクリル系ラジカル硬化
性樹脂にメチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂およびエポキシアクリレート樹脂
を含有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
上述した構成からなる本発明によれば、低温状況下でもコンクリート床版に対する良好
な塗布性やクラックへの浸透性を発揮することができ、低温状況下で施工した場合でもコ
ンクリート床版の劣化を効果的に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係るコンクリート床版の防水構造を示す縦断側面図である。
【図２】本発明に係るコンクリート床版の防水構造の変形例を示す縦断側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施形態に係るコンクリート床版の防水構造について詳細に説明する。
【００１７】
図１は、本発明の実施形態に係るコンクリート床版の防水構造を示す縦断側面図である
。
【００１８】
本実施形態に係るコンクリート床版の防水構造は、コンクリート床版１の表面に形成さ
れる浸透型防水層２と、浸透型防水層２の上に形成される加熱アスファルト塗膜系樹脂層
３により構成されている。
【００１９】
浸透型防水層２は、アクリル系ラジカル硬化性樹脂により形成されている。
【００２０】
アクリル系ラジカル硬化性樹脂は、通常、アクリル酸、メタクリル酸、それらのエステ
ル類およびそれらの誘導体であるアクリル系モノマー類を主成分とし、水酸基、酸基、Ｎ
−メチロール基、不飽和基などの反応性官能基を含有する熱硬化性樹脂であり、本発明に
おいては、上記のアクリル系樹脂にはエポキシアクリレート樹脂および種々の変性物が含
まれている。
【００２１】
かかるアクリル系樹脂の中でも、メチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂および
エポキシアクリレート樹脂が好ましい。メチルメタクリレート架橋反応型アクリル樹脂お
よびエポキシアクリレート樹脂を含有したアクリル系樹脂は、特開平１０−８８８２０号
公報に記載されているように、低温環境下または湿潤環境下で工事した場合でも、コンク
リート表面と浸透型防水層との間において優れた接着性を発揮することができるとともに
、施工を短時間で行うことができる。
【００２２】
本実施形態においては、こうしたアクリル系ラジカル硬化性樹脂のうち、５℃における
粘度が３００ｍＰａ・ｓ以下となるものが用いられている。
【００２３】
アクリル系ラジカル硬化性樹脂の５℃における粘度を３００ｍＰａ・ｓ以下と限定した
のは、低温環境下でもコンクリート床版１の表面から内部への浸透や、幅の狭いクラック
への浸透をしやすくし、浸透型防水層２による防水性や床版の耐久性改善の効果を高める
ためである。
【００２４】
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こうしたアクリル系ラジカル硬化性樹脂の具体的な製品例としては、ＤＩＣ株式会社製
の「プライマーＰ１００」等が挙げられる。
【００２５】
加熱アスファルト塗膜系樹脂層３は、加熱溶融してコンクリート床版１表面の浸透型防
水層２の表面に塗布される、アスファルト塗膜防水材よりなる防水層である。
【００２６】
次に、コンクリート床版１上に上述した浸透型防水層２及び加熱アスファルト塗膜系樹
脂層３を形成する方法について説明する。
【００２７】
まず、コンクリート床版１の表面にアクリル系ラジカル硬化性樹脂が塗布される。この
とき、コンクリート床版１の表面に対してブラスト処理等を行ってもよい。
【００２８】
アクリル系ラジカル硬化性樹脂の塗布は、刷毛、ローラー等を用いた方法の他、スプレ
ーにより行う等、種々の方法で行うことができる。この塗布により、アクリル系ラジカル
硬化性樹脂は、コンクリート床版１の表面やクラックに浸透する。
【００２９】
次に、所定時間（数十分〜数時間）放置することで、コンクリート床版１の表面やクラ
ックにアクリル系ラジカル硬化性樹脂が浸透した状態で硬化し、浸透型防水層２が形成さ
れる。
【００３０】
次に、アスファルト塗膜防水材が加熱され完全に溶解された後、浸透型防水層２の上に
塗布される。この塗布は、刷毛、バーナーで加熱された金ゴテ等を用いて行われる。
【００３１】
次に、塗布されたアスファルト塗膜防水材が所定時間（数分）放置されることで、アス
ファルト塗膜防水材が硬化し、加熱アスファルト塗膜系樹脂層３が形成される。
【００３２】
こうしてコンクリート床版１上に浸透型防水層２と加熱アスファルト塗膜系樹脂層３が
形成されることで、コンクリート床版１の防水構造が形成される。
【００３３】
こうして形成された防水構造の性能についての評価結果を表１に示す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
表１に示す評価結果は、本実施形態に係るアクリル系ラジカル硬化性樹脂としてＤＩＣ
株式会社製の「プライマーＰ１００」を浸透型防水層２に用いた防水構造について、５℃
における浸透性能と施工性を評価したものである。
【００３６】
浸透性能試験は、ＮＥＸＣＯひび割れ含浸材料の試験方法に準じて行い、曲げ強さと浸
透面積を求めた。
【００３７】
施工性評価は、５℃において浸透型防水材を塗布してから１時間後に加熱アスファルト
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塗膜防水材を塗布し、加熱アスファルト塗膜防水材を塗布できた場合を○、部分的に塗布
できなかった場合を△、全くできなかった場合を×とした。
【００３８】
比較例１は、アクリル系ラジカル硬化樹脂として電気化学工業株式会社製の「デッキコ
ートＮ」を用いて浸透型防水層を形成し、他の条件は実施例１と同様にして防水構造を形
成した場合の評価結果を示している。
【００３９】
比較例２は、浸透型防水層のかわりにエポキシ樹脂である日本アドックス株式会社製の
「ＡＤＯＸ１３８０Ｗ」を用い、他の条件は実施例１と同様にして防水構造を形成した場
合の評価結果を示している。
【００４０】
表１に示す結果から、本実施形態に係る、５℃における粘度が１８ｍＰａ・ｓであるア
クリル系ラジカル硬化樹脂を用いた防水構造は、比較例１、２と比較し、曲げ強さ、浸透
面積及び施工性の何れにおいても優れていることが分かる。
【００４１】
これにより、本実施形態に係るコンクリート床版１の防水構造は、低温状況下でもコン
クリート床版１に対する良好な塗布性やクラックへの浸透性を発揮することができ、低温
状況下で施工した場合でもコンクリート床版１の劣化を効果的に防止可能であることが分
かる。
【００４２】
なお、本発明は上述した実施形態に係る態様に限られず、コンクリート床版１の表面に
形成される浸透型防水層２と、浸透型防水層２の上に形成される加熱アスファルト塗膜系
樹脂層３を備えるものであれば、他の異なる構成を採用することができる。
【００４３】
図２は、本発明に係るコンクリート床版の防水構造の変形例を示す縦断側面図である。
【００４４】
図２に示す防水構造は、コンクリート床版１上に道路が形成される場合等に用いられる
ものである。この防水構造は、上述した実施形態に係る防水構造である浸透型防水層２と
加熱アスファルト塗膜系樹脂層３とに加えて、加熱アスファルト塗膜系樹脂層３の表面に
更に、珪砂層４、密粒度アスファルト混合物層５、タックコート層６及びポーラスアスフ
ァルト混合物層７を備えて形成されている。
【００４５】
珪砂層４は、珪砂を散布することで形成され、加熱アスファルト塗膜系樹脂層３と、密
粒度アスファルト混合物層５との密着度を向上させる機能を発揮する。
【００４６】
密粒度アスファルト混合物層５は、耐久性を有するアスファルト混合物層である。
【００４７】
タックコート層６は、密粒度アスファルト混合物層５とポーラスアスファルト混合物層
７との密着度を向上させる機能を発揮する。
【００４８】
ポーラスアスファルト混合物層７は、排水性に優れた多孔質層である。
【００４９】
こうした防水構造によっても、低温状況下でもコンクリート床版１に対する良好な塗布
性やクラックへの浸透性を発揮することができ、低温状況下で施工した場合でもコンクリ
ート床版１の劣化を効果的に防止することができる。
【００５０】
また、本発明のコンクリート床版の防水方法では、コンクリート床版の表面にアクリル
系ラジカル硬化性樹脂を塗布する前に揮発性有機溶剤を塗布することが好ましい。揮発性
有機溶剤とは、常圧下における沸点が１５０℃以下であり、２０℃で液体である有機溶剤
のことである。
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【００５１】
具体的には、メタノール、エタノール、１−プロパノール、２−プロパノール、アセト
ン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエー
テル、ヘキサン、トルエン、クロロホルム、酢酸エチル、シンナー類等が挙げられる。こ
れらの中でも、揮発性に優れたアセトンが好適である。
【００５２】
本発明のコンクリート床版の防水方法では、上述した揮発性有機溶剤を、単独で又は２
種以上適宜組み合わせて使用することができる。
【００５３】
コンクリート床版の表面に揮発性有機溶剤を塗布すると、クラックの内部に存在する粉
塵等が除去され、アクリル系ラジカル硬化性樹脂を塗布した際に、アクリル系ラジカル硬
化性樹脂のクラックへの浸透が、より確実になる。
【００５４】
また、揮発性有機溶剤を塗布することにより、コンクリート床版に発生しているクラッ
クが確認しやすくなるため、アクリル系ラジカル硬化性樹脂の塗布量を判断する目安とな
る。
【符号の説明】
【００５５】
１ コンクリート床版
２ 浸透型防水層
３ 加熱アスファルト塗膜系樹脂層
４ 珪砂層
５ 密粒度アスファルト混合物層
６ タックコート層
７ ポーラスアスファルト混合物層
【図１】

【図２】
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