
innovative

1610.JP.UG



Concrete Impregnated Fabric

®

ここに記載された情報は無料で提供されるものであり、当社の知る限りにおいて正確なものとなっています。ただし、当該の情報およびここに取り上げた製品の使用される環境および条件は変動する可能性があり、当社の管理の範囲外にあるため、当社は販売可能性、目的への合致またはその他についての保証、
もしくは特許の侵害がないことを明示的または黙示的に保証するものではなく、当該の情報または任意の当該製品の使用に関連する、またはその使用によって生じる責任を負うものではありません。特許および商標についての情報はhttp://www.concretecanvas.com/patent-and-trademark-info/に掲載されています。

www.taiyokogyo.co.jp/CCNB002842@MB.taiyokogyo.co.jp03-3714-3341 www

Concrete Canvas®は、ジオシンセティックセメント複合マット（GCCM）と呼ばれる革新的な新しい建設資材のひとつです。
特殊セメントを内包した柔軟な布地が水和作用により固化し耐久性の高い防水・防火コンクリートの薄層を形成します。この製
品は基本的にはロール状になったコンクリートです。以下に示すガイドはコンクリートキャンバス® GCCM（CC）の工事担当者、
エンドユーザー、設計者にとって有益な情報となっておりこの製品の技術データ、用途、および特性の概要を示しています。CC
は汎用性が高いためこの文書に記載された情報は網羅的なものではなく、あくまでも手引きとして使用してください。

コンクリートキャンバス® GCCMタイプ
CCは、以下の厚さとロールサイズのものを用意しています。

梱包 / 輸送

CCのバルクロールは個別に包装され1.2 m × 1.0 mの熱処理された木製パレット上にラップ梱包されています。同様にバッ
チロールのCCも気密性のポリエチレンで個別に包装しパレット上にラップ梱包した状態で供給されます。1.2 m × 1.0 mの標
準パレットにはバッチロールが10本梱包されています。
一般的なコンテナにおける積込み数量は以下を参照してください。梱包時の重量および寸法の詳細については、CCの搬送情
報文書を参照してください。

バルクロール / バッチロール

CCはバルクロールとそれより小さい人手で運べるサイズのバッチロールの2種類
の形状（ロールサイズ）をご用意しています。厚さ別の1ロールあたりの大きさは
上の表を参照してください。
バルクロールの重量は1.5～1.6トンでスプレッダービームに掛けて適切な工事用
機械を使用して展開できるように、6インチ(15.2cm)のボール紙管に巻いた状態
で供給されます。バルクロールを使えばCCを最も速く敷設でき、必要な継目の
数を減らせるというメリットもあります。使用するスプレッダービームについては
販売店にお問い合わせください。
バッチロールは2～4名で持ち上げて運ぶためのループ状の取っ手が付いた3イ
ンチ(7.62cm)のボール紙管に巻いた状態で供給されます。CCはどの厚さの製品
でも必要な長さに合わせて供給することができます。(追加費用が発生します)

仕様

CC
タイプ

厚さ（mm） ロール幅
（m）

乾燥重量
（kg/m2）

バッチロール面積
（m2）

バッチロール長
さ（m）

バルクロール面積
（m2）

バルクロール
長さ（m）

CC5TM 5 1.0 7 10 10 200 200
CC8TM 8 1.1 12 5 4.55 125 113.6
CC13TM 13 1.1 19 N/A N/A 80 72.7

* コンテナの制限重量が異なる場合があるため、仕向国の輸送制限を確認してください。

パレット数 数量（平米） 総重量（トン） パレット数 数量（平米） 総重量（トン）
バッチロール

CC5TM 10 1000 8.1 20 2000 16.2
CC8TM 10 500 6.2 20 1000 12.4
CC13TM N/A N/A N/A N/A N/A N/A

バルクロール

CC5TM 8 1600 12.4 16 3200 24.8
CC8TM 10 1250 15.5 16 2000 24.8
CC13TM 10 800 15.5 16 1280 24.8

20フィートコンテナ* 40フィートコンテナ*
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CCは一般的に、侵食防止、補修、建設用として使用される従来のコンクリート（現場打ち、プレキャスト、吹付け）に代えて使用
できます。一般的な使用例を以下に示します。

用途

水路ライニング

CCは、排水および灌漑用の水路ライニングとして使用し、排水溝
表面に高耐久の侵食防止面を作ることができます。CCは一般的
に流速や防水性または保守作業軽減の必要性により、植生工や
土工で覆う水路工が不適切である場合に従来のコンクリート製
水路工の代わりに使用されます。CCによる水路ライニング施工
の詳細については、「CC施工ガイド: 水路ライニング」を参照して
ください。

法面保護

CCは降雨・風化などから斜面を保護する高耐久性の侵食防止面
を形成するのに使用できます。CCは一般的に、地下水、乾燥した
気候、または劣悪な土壌条件のために植生工による法面保護が
不適切である場合、コンクリート吹付けの代わりとして使用する
ことができます。CCによる法面保護の詳細および斜面の安定化
にCCを使用する方法については、「CC施工ガイド: 法面保護」を
参照してください。

堰堤のライニング

CCは石油化学タンク施設、弾薬庫、および洪水防止施設の二次
汚染防止用堰堤を覆う表面保護材として使用できます。CCは一
般的に動物による被害および風化・雨水侵食による劣化から堰堤
を保護し、遮水性を高め雑草の成長を抑制するのに使用されま
す。CCによる堰堤のライニングの詳細については、「CC施工ガイ
ド: 堰堤ライニング」を参照してください。

法面の安定化

吐出口の
ライニング

カルバートの
ライニング

法面保護 堰堤(防油堤など)
のライニング

じゃかご保護

水路
ライニング コンクリート補修

(表面)

防草

坑道通気坑
の壁
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コンクリート補修

CCは亀裂が入って破損し補修が必要なコンクリート製インフラ
の表面補修に使用することができます。既存インフラの寿命を延
長し、漏れを減らして流況を改善するのに使用します。CCは改築
の代替策として流況や耐久性の問題により軟質被膜による表面
保護が不適切な場合に使用できます。

カルバートライニング

CCは侵食や腐食などにより劣化した鋼製およびコンクリート製
カルバート表面のリライニングに使用できます。CCはカルバート
の寿命を長くするとともに、摩耗に強い保護層を形成し遮水性と
流況を向上させるために使用します。CCはアスファルト、FRP、
ポリウレタン、またはコンクリート吹付けによるリライニングの代
わりとして使用できます。

防草

CCは繊細な設備や遠隔地にあるインフラなど、保守が困難な
場所における雑草の成長を長期的に抑制するのに使用できま
す。CCは一般的に従来のジオテキスタイルでは十分な耐久性を
確保できない場合にプレキャストコンクリートスラブなどの代わ
りとして使用します。

吐出口 / 余水吐き

CCはカルバートの吐出口の下、余水吐きの表面、堤頂部など、
流量が大きく侵食を受けやすい場所の表面保護に使用できま
す。CCは一般的に従来のコンクリート製保護工に代わって使用さ
れ、CCによる法面保護と同じ方法で施工されます。使用するCC
の厚さは、想定される最大流速に基づいて決定します。

じゃかご保護

CCは金網およびジオテキスタイル製のじゃかごを覆うことで、侵
食、紫外線による損傷、およびいたずらなどの破壊行為を防止す
るのに使用できます。CCは数十年にわたる耐久性を備えた摩耗
に強い保護層を形成し、じゃかごの寿命を大幅に延長します。ま
たCCは軍事用途では土砂詰めじゃかごを覆ってFOD（異物によ
る損傷）を防止し、崩壊につながる可能性のある水の侵入を防止
することもできます。

坑道通気坑の壁

CCは地下にある坑道に壁を形成し、通気坑を閉そくしたり防護
壁を構築したりすることができます。CCは一般的に、張り出し
布、コンクリートブロック、または石膏ボードに代わって、長期的
に使用できる構造物を少ない輸送量で迅速に構築するのに使用
されます。
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用途 CC5TM CC8TM CC13TM 備考
水路ライニング ○ ● ○ 以下のいずれかの条件に該当する場合には、CC8TMを推奨します。

既存のコンクリート製水路工および岩などの硬い基盤の表面補修保護、ま
たは一時的な工事の場合には、CC5TMを使用します。
流速が8.6 m/sを超える場合、車両の通行のある地盤、または特に不安定も
しくは急勾配の地盤には、CC13TMを使用します。

法面保護 ● ○ CC5TMを推奨します。
CC8TMは、不安定な地盤または流量が多い場合に使用できます。

堰堤ライニング ● ○ ○ CC5TMを推奨します。
交通量が多い場所ではCC8TMまたはCC13TMを使用できます。

コンクリート補修 ● ○ ○ CC5TMを推奨します。
空洞が大きい場合、または大流量や乱流を伴う用途には、CC8TMまたは
CC13TMが使用できます。

カルバートライニング ○ ● ○ CC8TMを推奨します。土石が多い場合や流速が大きい条件では、CC13TM

を使用できます。流速が小さい条件や土石が少ない場合には、CC5TMを使
用できます。

防草 ● CC5TMを推奨します。メンテナンス等でCC上を歩行する場合にはCC8TM

を推奨します。
吐出口 / 余水吐き ● ○ CC8TMを推奨します。

土石が多い落口や流量が多い場合には、CC13TMを使用できます。
じゃかご保護 ● ● ○ CC5TMまたはCC8TMを推奨します。流速が大きい場合や衝撃にさらされる

場所ではCC13TMを使用できます。
通気坑壁 / 防護壁 ● ● ○ 通気坑壁にはCC5TMを推奨します。

防護壁についてはかかる圧力に応じてCC8TMを推奨します。

選定ガイド

しゃ水性

CCは優れた防水特性を備えており、粘土と同等のしゃ水性を提供します。これ
は地盤工学では材質の単位面積を通過する水の流量を示す「透水係数」kを使っ
て表されます。CCはBS1377による試験方法で試料のしゃ水性はk = 1×10-8 
m/sより大きく、平均でも実用に際して「不透水性」（下の表を参照）*と分類さ
れるk = 1×10-9 m/sを示しています。用途に応じたしゃ水性のレベルを有する
接合方法については、「CCユーザーガイド: 接合および固定方法」を参照してく
ださい。

CCの特性

固結した岩 亀裂の多い岩 含油岩 砂岩 砂岩、ドロマイト 花こう岩

未固結の粘土お
よび有機物 ピート 粘土層 肥沃な粘土 / 未風化粘土

k (m/s) 100=1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12

k (ft/日) 105 10,000 1,000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 10-5 10-6 10-7

透水性分類 透水 半透水 不透水

帯水性 良好 不良 なし

未固結の砂礫 粒度分布の
良い礫

粒度分布の良い砂
または砂礫 極細砂、シルト、黄土、ローム

* 試験で得られる透水係数の値は指標であり、現場で使用した際に得られる値は室内の条件で得られるものとは異なる場合があります。封止用途に使用する場合には、適切にシールされたジオメンブレンライナーと組
み合わせて、CCを保護層として使用することを推奨します。しゃ水性が重要となる場合には、CCを単独でしゃ水層として使用することは推奨できません。

10-8

砂岩、ドロマイト

肥沃な粘土 / 未風化粘土

10

0.001 0.0001

極細砂、シルト、黄土、ローム

CC
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CCの特性

耐久性

CCは、多くのOPC（普通ポルトランドセメント）を使用したコンクリート
（DIN 52108参照）の約2倍となる耐摩耗性を持ち、優れた長期耐久性
を備えています。BS EN 12467に基づく促進劣化試験では、CCは英国
の気候において50年以上の寿命を示しています。これは凍結融解、乾湿
および浸漬乾燥の各繰り返し試験によって行われ、CCはいずれの試験に
おいてもわずかな劣化しか示しませんでした。CC内の補強繊維は優れた
低温性能を引き出し、CCはASTM C1185による200回の凍結融解の繰
り返しにも耐えています。

環境

CCは建設工事の炭素消費を削減し、表層ライニング用に100～150 
mm厚で打設される従来のコンクリートよりも、環境面について多くのメ
リットを備えています。CCに使用されているセメントはアルカリ分が少
なく、多くのコンクリートとは異なり刺激性のある物質として分類されて
おらず、水棲生物にも悪影響を与えません（CCのMSDSを参照）。CCは
溶出率も非常に低く、米国のCTL研究所による分析ではEPA（環境保護
庁）の制限値よりも低い滲出レベルを示しています（CCの環境試験報告
を参照）。CCは天然水系への施工にも使用できます。CCは英国環境庁
により評価され、英国における多くのプロジェクトで使用が承認されてい
ます。

耐火性

CCは優れた耐熱性能を備えており、用途によっては防火層として使用す
ることができます。CCはBS EN 13501の火炎反応試験により、ユーロ
クラスBを達成しています（CCの防火性認定文書を参照）。CCは米国の
鉱山安全衛生庁（MSHA）により30CFRパート7第B節セクション7.24
を満たしているとの承認も受けています。防火用途におけるCCの性能
の詳細については販売店までお問い合わせください。

化学物質

CCは化学物質への優れた耐性を備えており、OPCを使用した従来のコ
ンクリートよりも腐食性の化合物に対する耐性がはるかに高くなってい
ます。CCは、pH 4.0の酸性およびpH 12.5のアルカリ性の溶液に56日
間浸漬する試験において、強度の低下がまったくありませんでした（CC
の化学試験文書を参照）。CCは硫酸塩、硫酸塩溶液、地下水および海水
に対しても優れた耐性を持ち、下水、塩化物、なめし油、植物油、および
大部分の鉱物塩など、OPCを侵食する多くの化合物に対して高い耐性を
備えています。
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Concrete Canvas®は、ジオシンセティックセメント複合マット（GCCM）と呼ばれる革新的な新しい建設資材のひとつです。
特殊セメントを内包した柔軟な布地が水和作用により固化し、耐久性の高い防水・防火性能を有するコンクリートの薄層
を形成します。この製品は、基本的にはロール状になったコンクリートです。以下に示すガイドは、コンクリートキャンバス® 
GCCM（CC）の工事担当者、エンドユーザー、設計者にとって有益な情報としてCC同士を接合するおよび地盤や躯体へ固定す
るための方法の概要を示しています。CCは汎用性が高いため、この文書に記載された情報は網羅的なものではなく、あくまで
も手引きとして使用してください。

硬化前のCCの切断

散水して硬化する前であれば、カッターナイフでCCを切断することができます。硬化前のCCを切断する場合には、15
～20mmの余裕を持たせて切断します。大規模なプロジェクトで切断箇所が多くなる場合には、電動ディスクカッター、アング
ルグラインダーの使用をお勧めします。

硬化後のCCの切断

硬化後のCCは、ディスクカッター、アングルグラインダー、高品質のタイルカッターなど、通常のコンクリートを切断する場合と
同じ工具で切断できます。標識や彫刻作品など精細な加工が必要な場合には水圧で切断することもできます。

コンクリートキャンバス® GCCMの切断

電動ディスクカッターによるCCの切断カッターナイフによるCCの切断

水圧で切断したCCアングルグラインダーによる硬化後CCの切断
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地盤への固定

アンカーピン: 当社では、長さ250～400mmの溶融亜鉛メッキのアンカ
ーピンをご用意しています。別のサプライヤーのアンカーピンも使用できま
すが、CCを貫通できる十分鋭いもので、地上部がCCの表面を固定できる形
状になっている必要があります。アンカーピンの長さおよび間隔は、地盤の
状態および用途に応じて決定します。アンカーピンは、できる限り隣り合う
CC同士を一緒に固定できるようにジョイント部に打設するようにします。

アンカートレンチ: 排水溝の肩や法肩部などに沿った表面処理に使用する
際にCCを埋設すると、端部を効果的に固定することができます。可能であ
れば、アンカーピンに加えてアンカートレンチを一緒に使用します。これに
より表面水がCC背面へ浸透することを防止し、端部をすっきりと仕上げる
ことができます。当社では可能な場合には必ずCCの端にアンカートレンチ
を施工することをお勧めしています。

ソイルネイリング/グランドアンカー: 斜面の保護、斜面の安定化、流水が多
い場所など、大きな荷重がかかる用途や地盤条件が悪い場合には、CCをソ
イルネイリングまたはグランドアンカーと組み合わせて使用することをお勧
めします。応力の集中を避けるために、可能な限り円形または角を丸く加工
したアンカープレートを使用します。ソイルネイリングおよびアンカープレ
ートの仕様は、専門技術者が設計したものでなければなりません。

コンクリートへの固定

モルタル: 適切なモルタルを使用して、頭壁やスラブなどの既存のコンクリ
ート施設にCCを取り付けてシール処理をすることができます。市販されて
いるほとんどのモルタルは、CCの繊維面によく固着します。設置後にモル
タルを打設する場合には、散水の直後またはCCの表面を濡らした後に行う
ことをお勧めします。

ボルト/釘: コンクリート面にCCを固定する際プラグレスレスアンカー、金
属拡張アンカー、コンクリート鋲など、 従来型の石工事用固定方法を幅広
く使用することができます。抜け落ちを防止するために、このタイプのほと
んどの固定具についてはワッシャー/頭部の径が15mm以上のものを使用
することをお勧めします。

岩盤

ロックボルト: 硬質な基盤または岩盤に使用する場合には、引き抜き力の
要件に基づいてロックボルトの本数とタイプを決定します。応力の集中を
防止するために、頭部の形状が適切なものを選択します。通常、頭部の直径
が15mm以上のものが推奨され、150mmまでのプレートを使用します。

他の材料へのコンクリートキャンバス® GCCMの固定
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重ね合わせによる継ぎ手

この継ぎ手はCCの大部分の用途に適しており、隣り合うCCのシートを100mm以上重ね合わせます（図1）。侵食を
防止する用途の場合には、重ね合わせの位置が水の流れる方向に並ぶようにします（屋根瓦状）。切断したCCの端をつ
なぎ合わせるときには、切断縁を折り返し、切り落とした端が見えないようにして層間の密閉度を高めることができま
す（図2）。以上のいずれかの方法で重ね合わせの部分を固定することをお勧めします（重ね合わせの下側にあるCCを固定前
に水和させておく必要があることに注意してください）。

Concrete Canvas® GCCM自体への固定

図2図1

ネジ止めによる重ね合わせ繋ぎ手 ネジ止めによるナックル繋ぎ手

加工端 加工端 切り落とし端

30-50mm
30-50mm

200mm200mm

100mm100mm

鋼材

Cリンガー: 金網、じゃかご、フェンスにCCを固定するのに理想的なCリン
ガーには幅広いサイズがあり、手作業または電動工具により取り付けること
ができます。CリンガーによるCCの取り付けは、散水前に行います。

ドリルネジ: 鋼材へのCCの固定には、ドリルネジが適しています。抜け落ち
を防止するために、ワッシャーが必要になる場合があります。

木材

ネジ/ステープル/釘/接着剤: 木材などの基盤にCCを固定する際には、従
来からあるさまざまな方法を使用することができます。散水前のCCは厚手
のジオテキスタイルのように扱えるため、適切なネジ、ステープル、釘、接着
剤で固定することができます。
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タッピングビス

迅速かつ簡単に施工することができるこのつなぎ合わせ方法は多くの用途に適しており、物理的強度に優れていますが、不透
水性に限界があります。ネジはCCの端から30～50mmの位置に200mm間隔で施工します。ネジは設置前に取り付け、その
後すぐに散水を行って（英国の気候では、CCの加工可能時間は1～2時間となります）、CC内のコンクリートがネジ山の周りに
固着するようにします。このため、全長にわたってネジが切られており、継ぎ手全体の厚さよりも長いネジを使用することが重
要です。自給式ドライバーで連続打設ビスを使用して、ビス止め継ぎ手を迅速に作成することができます。

タッピングビスおよびシーラント

高い不透水性が必要とされる用途では、CCをつなぎ合わせる際にコーキングガンを使用して接着シーラントを入れることが
できます。ネジを打ち込む部分に沿って8mm幅にシーラントを塗布することで、漏水を最小限にすることができます。Sika/
Everbuildなどのメーカーによるシーラントが適しており、当社ではEverbuild製 Clearfi xなどをご用意しています。

シーラントを通って打ち
込まれたタッピングビス

30-50mm

ビス打ち機と連続ネジによるCCの継ぎ手ステンレス製連続ビス

100mm

200mm

シーラントを通って打ち込まれたタッピングビスコーキングガンを使用したCCへのシーラントの塗布
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接着シーラント

たとえば硬いコンクリート上やジオメンブレン上にCCを施工する場合など、タッピングビスが使用できない場合には、接着シ
ーラントが使用できます。コーキングガンを使用して、重ね合わせの部分の両面にシーラントを塗布します。接着シーラントを
塗布する前に重ね合わせ部の下側を水和処理しておくことが重要であり、塗布後は継ぎ手をしっかりと押し付けて十分に接着
する必要があります。

100mm100mm

シーラント処理した継ぎ手の圧着後の状態両方のCCにシーラントを塗布する場合の図

CCの端から約10～15mm
の位置に約8mm径でシーラ
ントを塗布

もう一方のCCの端から約10～15mmの
位置に約8mm径でシーラントを塗布

二重塗布したシーラント

重ね合わせ部の強度および不透水性のデータは、継ぎ手のそれぞれの端から約10～15mmの位置にEverbuild製 Clearfi xを
（8mm径で）二列に塗布した場合に基づくものです。このシーラントは100g/mが必要となっており、290mlカートリッジで
は継ぎ手2.9m分、600mlカートリッジでは6m分塗布することができます。連続して100g/mの塗布量にできるものであれ
ば、上記の二列塗布以外のパターンでシーラントを塗布してもかまいません。

コンクリートグラウト

CCがコンクリート面（ハードウォール）で止まる、または高い継ぎ手強度と不透水性が必要な用途では、重なり合った上側の
CCの端にセメントによるグラウトを施工することができます。継ぎ手のグラウトは、手工具またはコンクリート吹き付け機を
使用して施工できます。継ぎ手のグラウト処理の厚さは、CCのグラウト処理ガイドを参照して下さい。

ポータブルコンクリート吹付け機を使用したグラウトの施工手工具による継ぎ手のグラウト処理

波型に塗布したシーラント二列塗布したシーラント
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熱溶着

最高水準の不透水性を持つ高強度の継ぎ手が必要な用途で施工します。継ぎ手は、手工具または自動熱溶着機を使用して施工
することができます。自動熱溶着機では6m/分の速度で継ぎ手を施工できます。詳細についてはCCの熱溶着ガイドを参照し
てください。

その他の固定方法

CCには柔軟性があるため、市販されているさまざまな製品を使用して接合、封止、固定することができます。上記の5種類の
結合方法は大部分の用途に適しており、この文書の末尾にその特徴をまとめてあります。その他の便利な結合方法も以下に示
しておきます。

穴あけ加工した亜鉛メッキプレートによる固定クランプバンドによる固定

手持ち式熱溶着機自動熱溶着機

重ね合わせ部の水和処理

環境によっては、固定および散水を行う前に、継ぎ手の重ね合わせ部分の下にあるCCの水和処理ができない場合があります。
これは下側の部材が部分的にしか水和処理されないためお勧めできる方法ではありませんが、一定の条件が整えばこのような
状態になってもかまいません。たとえば、用途の特性上、継ぎ手が常に水に浸っている状態になる場合には、下側の部材が浸透
した水によってゆっくりと水和硬化します。

ただしこの場合、継ぎ手の強度が低下する可能性があることに注意してください。たとえばタッピングビス継ぎ手は、ネジ山の
周りで所定の強度値まで固化したCCにより固定されるため、水和硬化が完全に進むまでの短期的な強度は著しく低くなりま
す。粘着性シール材による継ぎ手も、接着剤の塗布前に乾いたセメントの粉を結合面から除去するため、事前の水和処理が効
果的です。結合前に下側のCCを水和処理しなかった場合には、継ぎ手の長期的強度はカタログ値よりも30～40%低くなり
ます。
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比較表

接合方法比較表

設置

強度* 不透水性* 速さ スキル 必要な工具 使用例 推奨事項

タッピングビス
止め

（重ね合わせ）

●●●○○
(1400 N/m) ●○○○○ 速い 低い 自給式ドライバー

95%の用途で継
ぎ手に使用される
最も一般的な方法

自給式ドライバーを使用し
て、ステンレス製タッピン
グビスを200mmの間隔
で施工

タッピングビス
止めおよび
シーラント塗布
（重ね合わせ）

●●●○○
(1700) N/m ●●○○○ 中程度 低い

自給式ドライバー
と

コーキングガン

一定のレベルの不
透水性が必要な用
途向け

ステンレス製タッピングビ
スを200mmの間隔で施
工Everbuild製 Clearfi xで
シール

接着
シーラント

（重ね合わせ）

●●●○○
(1700) N/m ●●●○○ 中程度 低い コーキングガン

CCの下がコンクリ
ート基盤やジオメ
ンブレンでネジの
使用が不適切な場
合に使用

Everbuild製 Clearfi xなど
の接着シーラントで封止

グラウト
（重ね合わせ）

●●●●○
(2000) N/m ●●●●○ 遅い 中程度

コテ & バケツ / 
コンクリート
吹付機

接着シーラントを
使った継ぎ手より
高強度で高い不透
水性が必要な場合

グラウトガイドに従ってCC
専用のグラウトを最小限の
厚さで施工して結合

熱溶着
（拝み継ぎ手）

●●●●●
(2900) N/m ●●●●● 速い 高 熱溶着機と電源

CC自体と同程度
の不透水性を持つ
高強度の継ぎ手

Leister Twinny Tまたは
Sなどの自動溶着機を使用
（Twinny Tはデータ記録
機能あり）

* 継ぎ手の強度および不透水性のデータは、目安として示してあります。継ぎ手の性能は施工の質および施工条件によって大きく異なります。強度データは、試験室
での剥離試験による最終強度に基づいています。
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コンクリートキャンバス®はジオシンセティックセメント複合マット（GCCM）と呼ばれる革新的な新しい建設資材のひとつです。
特殊セメントを内包した柔軟なファブリックが水和作用により固化し、耐久性の高い防水・防火コンクリートの薄層を形成しま
す。コンクリートキャンバス® GCCM（CC）を敷設したら、以下の指示に従って正しく散水します。

コンクリートキャンバス® GCCMの散水方法

以下の場合には1時間後にコンクリートキャンバス® GCCM上に再度散水します。
 - 5mmのCC（CC5TM）を施工する場合
 - CCを急斜面または垂直面に施工する場合

注意:
 - 余分に散水することが常に推奨されます。CCは水面下および海水中でも硬化します。
 - CCには必ず散水して下さい。雨や雪解水など降水による硬化を期待しないで下さい。
 - 最も効果の高い散水ノズルを使用します。未硬化のCCに水みちがあくことがあるため、CCに直接高圧の水をかけないで下さい。
 - CCは散水後1～2時間は加工することができます。硬化し始めたらCCを動かしたり、その上を通行したりしないで下さい。
 - 加工可能時間は高温時には短くなり、気温が非常に低い場合には長くなります。
 - CCは24時間で硬化し、さらに時間の経過とともに強度が高くなります。
 - CCが十分に散水されていない、または最初の5時間で乾ききってしまった場合には、硬化が遅れ強度が低下する場合があります。硬化が遅れた場
合にはCCの上を通行しないようにして大量の水を追加で散水して下さい。

乾燥した環境下での施工:
乾燥した環境では散水後最初の5時間でCCから水が過剰に失われると所定の強度が得られない場合があります。
1) 乾燥した環境とは、高い気温（> 22℃）、強風（> 12 km/h）、強い直射日光、または低い湿度（< 70%）の条件がひとつ以
上ある場合に発生します。- 可能な場合には夕刻に散水を行い、初回の散水から2～3時間後に再度散水します。

2) たとえば温度が28℃を超えている、風が強い（> 20 km/h）、強い直射日光がある、湿度が低い（< 70%）といった非常に
乾燥した条件下では、できる限り夕刻に散水します。最初の5時間監視を行い、表面に触れてみて、濡れていない状態になった
らすぐに再度散水を行うか、1時間毎に散水します。CCを覆うなど、その他の蒸発を抑える方法をとることもできます。

 - 乾燥した環境下では、24時間後にCCの点検を行います。CCが過度に乾燥している可能性がある場合には、ここに記載した方法に従って再度散水
します。完全に硬化する前に、CC上の通行量が多くない場合または物理的に破損しない限り、通常はこの作業によりCCを所定の強度にすることが
できます。

低温環境下での施工: 
1) 地面の温度が0～5℃で上昇しつつある場合: 散水後直ちにCCをビニールシートで覆います。低温ではCCの硬化が遅くなる
ことがあります。

2) 散水後8時間以内に地表面温度が0℃未満に低下することが予想される場合には、CC硬化促進剤を混合した温水（> 15℃）
を使用し、ビニールシートで覆います。他の混和剤であると硬化を妨げたり性能を低下させたりする可能性があるため、必ず
Concrete Canvas Ltdが提供する硬化促進剤を使用して下さい。必要な硬化促進剤の量に関する推奨事項については、具
体的な温度条件と併せてConcrete Canvas Ltdにお問い合わせください。

 - 最初に散水をしてから24時間以内に地表面温度が-4℃未満に低下する可能性が高い場合には、CCの施工を推奨しません。
 - 凍結した地盤上へのCCの施工は、融解するときに地盤が大きく動いて硬化したCCの下に空洞ができる可能性があるため推奨しません。

保管 
 - CCは、メーカーが梱包した状態で直射日光を避け乾燥した状態で保管します。
 - 長期間温度が40℃を超える可能性がある場所で、直射日光下においては輸送用コンテナ内での保管は推奨しません。
 - 適切に保管したCCの保存寿命は製造後24ヶ月となっています。さらに長期間保管したものでも、多くの使用事例があります。 Concrete Canvas Ltd. 
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Concrete Canvas:
Fibre cement sheet
NT
Oversize sheets
Class 1, Category A
Reaction to Fire B-s1,d0

CC単位重量 必要水量
kg/m2 L/m2

CC5TM 7 3.5~7
CC8TM 12 6~12

CC13TM 19 9.5~19

各タイプのCCに最低限必要な水量:

散水後数分間経過してから触れてみて、濡れていることが
わかるようになるまで繊維面に散水します。

MADE IN UK



 

 

 

お問い合わせ先 

TEL：03-3714-3341  FAX：03-3714-3372 


