■ハイブリッド防水地下室｢鉄壁･完壁｣の特徴
ハイブリッド地下室は､スチール製の型枠｢鉄壁｣またはステンレス製の型枠｢完壁｣をコンクリートに埋め殺し､

目地を現場溶接します｡コンクリート建造物の屋内側を金属板で完全に囲続するハイブリッド地下室は､

外防水や二重壁が不要で湧水を溜めないので排水ポンプも不要です｡
さらに､鉄が電磁波を有効に遮断する性質などがあることから､
地下室以外の用途の建物に多目的に適用可能な工法です｡ (特許申請済時頼2019̲155683)
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※壁配筋は省略しています○

ボーリン5‑耐圧コンクリート
土工事に先立ち､必ずボーリング

片押し型枠工事
山留側からの片押し型枠となる｡

ング調査を行い地盤の安全を

タテ方向又は横方向のセバレー

確認した上で根切工事を行う｡

タ‑受けアングルを設置する｡

セパレーター設置

モルタル流し込み

順次横から手を差し込んでセパ

床には予めレべラーモルタルを

レーク‑を型枠裏に溶接された
ハリロックに落し込む｡

流し､壁際床鋼板を貼り付けて
いる｡

型枠は組み立ての際に重機が使える場
合は巾900タイプ､人手による場合は軽
い巾600タイプとします｡型枠の裏面に
は､手の届く位置にKSハリロックC

(セパレーター接続具)が溶着されてい

て､型枠を所定の位置に仮固定した後､
型枠の裏に手を差し入れてハリロック
にセパレーターをセットします｡組立
KSハリロックC

手を差し入れて､順次KSハリロックにセパレーターを落とし込む｡

て完了後に目地を現場溶接します｡

溶接部の断面図

900タイプ

打込み型枠
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パネル巾600タイプは重機を

用いずに現場で持ち運びが
可能ですが､その分現場溶接
する延長さが長くなるという
欠点があります｡一万､900タ

イプは無理をすれば2人で小
運搬可能ですが､ラフターク
レーン等の重機が使えること
が原則となります｡

ハイブリッド地下室で使用する鋼製型枠巾は､600タイプと

ます｡リブは出巾を左右､上下同じとせず､30mmと30mmに

900タイプの二種類としています｡鋼板の流通巾は3尺(914

違えていて型枠を所定の位置に並べた場合､出巾50mmのリ

mm)､4尺(1219mm)ですから､ロスなく型枠を作るため､

ブと出巾30mmのリブが接するようになります｡その結果､

製品巾を600タイプは弗Omm､900タイプは834mmとしてい

現場溶接する際に､隅肉溶接とすることが可能で水密な溶

ます｡型枠とするため鋼板の端部を折り曲げてリブとしてい

接とすることが可能になっています｡

ハイブリッド防水地下室｢鉄壁･完璧｣

適用例･応用例
電磁波シールド室(データセンター･コンピュータ室･研

究･開発施設･放送局･劇場･病院のMRi室･脳波室･公官

庁施設･研究施設･機密情報を扱う建物) ･無菌室･クリー
ンルーLX病院･精密加工場･研究施設･食品工場)､防盗室

単管パイプセット
支保工取付用のホンタイをハリ
ロック金物のネジ部に設置して
単管パイプをセットする｡

コンクリート打設

(金融機関の金庫室･貸金庫室) ･海洋建築物･津波洪水

スラブ上部に配筋し､暇癖担保
険の配筋検査を受けた後にコン

対策室･豊洲市場の場合のような汚染された敷地に建つ

クリートの打殺となる｡

建物(汚染湧水の処理が不要) ･建物内に有害物質が有
る施設･水槽･油槽･地下水位の上昇に悩む都心部の建物

ハイブリッド防水地下室｢鉄壁｣

地下室以外への適用例･応用例
地下室を有効に活用した､一般住宅以外の事例をご紹介致します｡

電磁波シールド室
RC道の屋内空間を鋼板で効率的に囲続することができるハイブリッド地下室工
法の技術を応用すれば､容易に高性能な電磁波シールド室とすることが可能です｡
漢語請謁確データセンター､コンピュータ室､研究･開発施設､放送局･劇場･病院のMR僅･脳波室､

公官庁施設､研究施設､最高レベルの機密情報を扱う建物､国を守るための施設など

無菌室/クリーンルーム
ステンレス製の型枠(完璧)を使用すれば､容易に高性能の無菌室やクリーンルー
ムとすることが可能です｡
漢‑翌測病院､精密加工場､研究施設､食品工場｡

防盗室
鉄筋コンクリートの屋内を任意の厚みの鋼板で効率的に囲続できるハイブリッド
地下室工法を応用すれば､容易に高性能の防盗室とすることが可能です｡
寡続報亜鴻金融機関の金庫室･貨金庫室
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海洋建築物/津波対策室/
地下水位上昇に悩む都/h部の建物
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鉄筋コンクリートの屋内を任意の厚みの鋼板で効率的に囲続することができるハ

イブリッド地下室工法を応用すれば､船舶用の防水扉を設置するなどで高性能の
海洋建築物､津波対策室､洪水対策室にできます｡また都市部での地下水汲み上
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げ規制に伴う地下水位上昇による地下水障害の恐れある建物｡
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大型建物で多く行われている工法は､地下外壁を二重壁構造とし､コンクリート躯
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体の内側に排水用の空間を設け､入ってくる水を排水する工法です｡この二重壁構

造は地下空間にデッドスペースが生じて無駄が多く､外部からの水の侵入を防止
することはできません｡最近で話題になった豊洲市場の場合のように､汚染された
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土地に造る地下室では､一旦湧水として建物の地下ピットなどに汚染水が貯留さ

れます｡この貯留された汚染水は､排水規制に抵触する場合､水処理プラントで処

:∴∴iu

理した後､下水道に放流しなければなりません｡また建物内部に汚染水･汚染物質
が有る場合には､建物が水密となっていなければ地下水を汚染するなどの環境問
題が生じます｡ハイブリッド地下室とすれば､排水する必要のある汚染湧水自体が
無くなりますので汚染水処理の問題は生じません｡
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録音スタジオ
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ハイブリッド防水地下室｢鉄壁｣

Q&A
お客様からよくあるお問い合わせ(Q&A)､お取引内容に関するお問い合わせをご紹介します｡

Q鋼板が錆びないのですか?

Q型枠のみ販売するのですか?

鉄は酸性の環境で錆び､アルカリ性では錆びません｡鉄

弊社は一級建築士事務所ですので工事は行いません｡

筋コンクリートの鉄筋は､コンクリートの強アルカリ

ハイブリッド地下室工業会の会員法人をご紹介しま

成分によりさび止め処理を行わなくてもさびることは

す｡なお図面をいただければ､型枠工事ばかりでなく､

ありません｡ただし､コンクリートが長年空気にさらさ

土工事からコンクリート打設までワンストップで会員

れると､コンクリートの中性化が進み､ついには鉄筋が

の法人がお引き受けできる体制を整えています｡なお､

錆び､コンクリートは爆裂を起こします｡ハイブリッド

内装工事については別途個別にご相談ください｡

地下室では､コンクリートに鋼板が密着していますの
で､コンクリートの中性化が進まずアルカリ性を保ち
続けますので､鋼板のさびは進みません｡なお､コンク

Q結露対策はするのですか?

リートに守られていない土に埋められた鉄のさびにつ

いては(社)鋼材倶楽部土木専門委員長の論文がネット

地下室屋内温度がさがり､露点以下になる場合は鋼板

上に掲載されています｡その論文によれば地中に埋め

に表面結露が発生するおそれがあります｡一度結露が

られた鉄の腐食スピードは0.01mm/年程度であると

発生すると悪循環になってますます結露が悪化しま

の事ですので､ハイブリッド地下室で使用する鋼板厚

す｡そのため､鋼板表面に結露防止のウレタンや岩綿等

3.2mmで320年､4.5mmで450年､6.0mmで600年と

計算されます｡両面から腐食するとしてもその半分の

の吹付けをお願いします｡なお内装とのからみが有り
ますので御社工事でお願いすることを基本とします｡

耐久性はあると見込めるでしょう｡

建物の設計を依頼することは
土の中の鉄はさびるか
土中の銅構造物の寿命は銅材の腐食によって決定され
る｡この腐食量は使用場所の環掛こよって異なるが(土
質および地下水質)大俸o.01mm/年程度である｡試験
方法は全国10か所に試験棟韓を設置し, 2年, 5年, 10年

後に引き抜き腐食量を測定した｡測定結果は場所によ

できますか?
弊社は一級建築士事務所ですので規模に関係なくお引
き受けすることが可能です｡住宅から事務所ビル､海洋

建築物までの経験がありますので､計画段階からご相
談をいただければ､より良い建物とすることが可能と
なります｡

り多少の差はあるが,腐食率0. 01mm/年を見れば十
分であることが判明した｡出典:帖ps://…W.jstage.jst.
go･jp/a由cie/｣scej1 984/1 984/349/1 984̲349̲1 05/̲

pdf(鉄とさび

堀武男土木学会論文集第349号)

内装工事はどのように
するのですか?
型枠の内側にLGS下地を組みボード類を貼ることとな

Q工期は長くなるのですか?

ります｡なお､オプションとして壁天井の型枠に内装材
取付用のビス穴を設けることも可能です｡なお､セパ

現場の状況にもよりますが､一般的な工法によるRC

レーター取り付け部にはホンタイ取り付け用のボルト

地下室工事と同様か､現場で目地の全溶接をするため

が約20mm突出していますので､内装材取付用に利用

の工期として1週間程度長くなると見込まれます｡

することが可能です｡

ハイブリッド防水地下室｢鉄壁｣

商品バク‑ン別標準仕様書
註1:ボーリングデータを拝見し､地盤と地下水位を確認した上で個別にご提案させていただきます｡
註2:本仕様は予告無く変更する場合があります｡

防湿タイプ

軽防水タイプ

地下水位が深く､主に防湿を目的とする場合に用います｡

地下水位が比較的深い場合に用います｡

(鋼板厚: 3.2mm)

(鋼板厚: 3.2mm)
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T 鋼板型枠.目地ボルト接合(溶接なし)
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中防水タイプ

重防水タイプ

地下水位が比較的浅い場合に用います｡

地下水位が地下室床面より上の場合に用います｡

(鋼板厚:4.5mm)

(鋼板厚: 6.0mm)
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地下水

地下水

住居の居室･学校の教室･病院の病室･寄宿舎の寝室で常水面が
地下床面より上の場合は外防水が必要(建築基準法29条/令22条の2)

ハイブリッド防水地下室の設計･鋼製型枠の手配･工事において私たちができること
‑‑H語間酎

一一一一一一七醒誤聞

建物設計からの

地下室工事に関する

設計が完了していて

聞醒語‑‑

鋼製型枠だけの
ご依頼

ご依頼

コンサルタントのご依頼

地下室と型枠工事のご依頼

弊社は一級建築士事務所として､

地下室工事が不安な場合､弊社が

地下室工事に20年以上携わった

弊社は建設業者ではありません
ので地下室工事に精通した建設

弊社が鋼製型枠の手配をさせて

幅広い経験を生かし､地下室を含

経験を生かしコンサルを行いま"丸

業者をご紹介させていただきます｡

はCASE3の建設業者が行いま"玩

めた建物全体の設計を行いま"丸

いただくことは可能です｡なお工事
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