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１．はじめに 

構造物内部への漏水対策は、地下構造物（トンネル、地下駅等）において重要な課題である。

漏水が発生した場合、躯体コンクリートや二次覆工コンクリート内の鉄筋腐食による耐久性の低

下、付帯設備などへの被害の発生及び漏水処理に伴う維持管理費の増加などが懸念される。その

ため地下構造物を構築する際には、漏水防止を目的に各種防水材料による対策が実施されてきた。

しかし、これまでの対策では漏水を防止することは困難であり、抜本的な対策が可能となる防水

材料が求められていた。そこで筆者らは従来の防水材料とは異なり、打設する躯体コンクリート

と防水材料が一体化（接着）することで漏水の発生を飛躍的に抑制可能となるコンクリート接着

性防水シートを開発し、多くの現場で適用されてきた 1),2),3)。 

本報告では、各種トンネルで実施されてきたコンクリート接着性防水シート（以下、接着性防

水シート）の適用事例について紹介する。 

 

２．接着性防水シート 

躯体コンクリート及び二次覆工コンクリートを打設、構築前

の土留め壁あるいは一次覆工コンクリートに施工する防水材料

の一つとして防水シートがある。しかし、従来の防水シート（非

接着性防水シート）は、防水シートの固定や接合作業時などに

不可避な施工不良（損傷）が発生した場合、損傷部から流入し

た地下水が躯体コンクリートや二次覆工コンクリートと防水シ

ートの境界面に浸入する。その結果地下水は、コンクリートの

硬化収縮や外力により発生するクラック及び打ち継ぎ目などを

通って構造物内部に漏水すると考えられる（図-1(a)）。 

 接着性防水シートは、型枠を構築後に打設するコンクリート

（生コン）の硬化反応に伴い面状の接着力を発現し、躯体コン

クリートあるいは二次覆工コンクリートと一体化（接着）する。

一体化により、施工の際に生じたシートの損傷部から浸入した

地下水が境界面を無制限に水廻りすることを防止する。そのた

め地下水がシートの損傷部とは無関係に発生する構造物のクラ

ックや打ち継ぎ目まで到達せず、結果的に構造物内部への漏水

が抑制可能となる特徴を有している（図-1(b)）。 
(b)接着性防水シート 

図-1 漏水メカニズム 

(a)非接着性防水シート 
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３．接着性防水シートの構成 

主な素材として EVA 樹脂（エチレン－酢酸ビニル共重合

体）が用いられており、図-2(a)(b)に示すように損傷保護層（織

布）を設けた補強タイプ（商品名：エバブリッド）と損傷保

護層がない非補強タイプ（商品名：フィットライナー）の 2

種類がある。補強タイプは、材料構成として防水層内に損傷

保護層を設けてあり、主に開削トンネルに適用される。損傷

保護層は、鋭利な礫や突起物が存在する SMW（ソイルモル

タル地中壁）に施工した際、施工中あるいは施工後に打設す

る躯体コンクリートの流体圧による損傷を回避する耐性を

有する。非補強タイプは、施工面が比較的平坦な NATM トン

ネルや SENS トンネルなどで適用され、補強タイプと比較す

ると柔軟性に優れ、高い伸長性を有する。 

 

４．補強タイプ適用事例 

４－１）事例１（開削トンネル：みなとみらい 21線） 

接着性防水シートは、みなとみらい 21 線（MM21 線）の横浜地下駅で初めて導入された。当

該現場は、駅部（開削トンネル）が滞水層中に構築されるため、漏水防止効果の高い防水材料が

求められていた。さらに土留め壁（側部）は SMW で構築されることから、躯体コンクリートと

一体化（接着）することで構造物内部への漏水の発生を抑制する機能を有し、施工後打設する躯

体コンクリートの流体圧や施工時の損傷に対して耐性のある補強タイプの接着性防水シートが側

部及び底部に適用された 4）。 

SMW への防水シートの固定には、図-3 に示すように作業が簡便な傘釘（プラスチック製ワッ

シャー付き）を使用し、止水処理として釘頭部にコーキング剤（ゴムアスファルト系）を塗工後、

上からカットした接着性防水シートを貼付することで釘部からの地下水流入を防止する方法を用

いた。隣接する防水シートとの接合は、シート表面上にコーキング剤を塗布後にもう一方の防水

シートをオーバーラップして一体化する方法とした（図-4）。なお本施工では、防水シートの損傷

を回避するためセパレータを使用せず、型枠を片押しして躯体コンクリートを打設することでセ

パレータ部からの水の侵入リスクを低減する工法とした。底部中間杭周りの処理は、シートを中

間杭の形状に裁断し、上からゴムアスファルト防水材を塗布することで止水を行った（図-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 傘釘部の処理概念図  図-4 接合部処理概念図   図-5底部中間杭周りの処理状況 
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(a)補強タイプ（断面図） 

(b)非補強タイプ（断面図） 

図-2 接着性防水シートの構成 
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４－２）事例２（開削トンネル：中ノ島新線） 

中ノ島新線の現場は、近傍を堂島川が流れているため地下水位が非常に高く、地下構造物内部

への漏水の発生が想定されるため、漏水の発生が抑制可能となる接着性防水シートが選定された
5)6)。当該現場は、土留め壁として SMW とコンクリート連続壁が用いられていたが、施工時及び

躯体コンクリート打設時の損傷回避を目的に補強タイプの接着性防水シートが適用された。本現

場では、効率的に躯体コンクリートを打設するため、セパレータを用いて型枠を固定する工法が

採用された。しかし、一般にセパレータを設置する際には、防水シートに穴を開けることが不可

欠となり、当該個所から地下水などが構造物内部へ浸入することが想定される。そこで、止水パ

ッキンを設けたシール構造の止水セパレータを用いることで、貫通部から地下水が構造物内部へ

浸入することを防止する対策を行った（図-6）。止水セパレータの土留め壁への施工は、SMW で

は H 鋼に直接溶接し、コンクリート連続壁はコンクリートアンカーを用いて固定した。止水セパ

レータでは、図-7に示すように防水シートを施工した後、さらにパッキンとワッシャーをナット

で締め込むことにより、水の浸入を防止する構造となっている。また、SMW への防水シートの

施工（固定）は、基本的に傘釘を使用せず、止水セパレータを固定部材として兼用することで作

業効率を向上させた。隣接する防水シートの接合にはコーキング剤（ウレタン系）を用い、オー

バーラップで一体化した後、さらに接着性防水シート裏面に粘着性を付与したカバーテープで端

部の止水処理を行った（図-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 止水セパレータ施工状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 止水セパレータ施工概念図       図-8 接合部処理の概念図 

 

４－３）事例３（開削トンネル、NATM トンネル：仙台市営地下鉄東西線） 

仙台市営地下鉄東西線（仙台駅～八木山動物公園駅）は、建設計画において建設コスト・ラン

ニングコスト削減と仙台市が実施している自然環境を保全するという２つの面を重要方針と位置
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づけ、開削トンネル及び山岳トンネルともに防水トンネル型式が採用された。そのため、構造物

内部への漏水を確実に防止することが可能となる防水材料が要求され、接着性防水シートが選定

された 7）。当該現場は、開削トンネル及び NATM トンネルで地下構造物が構築されたため、防水

シートの施工面として、鋭利な突起物を含む SMW と比較的平坦な吹付けコンクリートの両方が

存在した。しかし、構造物内部への漏水を確実に防止することが求められていたことから、鋭利

な突起物に対して損傷保護層を有する補強タイプの接着性防水シートが開削トンネルの頂部及び

底部を除く大半の工事区間に適用された。さらに防水シートの損傷を極力回避することを目的に

副資材として不織布などの緩衝材を防水シート裏面に配置した。また、型枠の固定にはセパレー 

タを使用せず、型枠に掛る打設コンクリートの流体圧を固

定金物で受けて躯体コンクリートを構築する工法などを

用いてセパレータ部からの水の浸入リスクを低減した。図

-9 に緩衝材及び接着性防水シートの施工状況、図-10に躯

体コンクリート打設用型枠設置状況概念図を示す。 

防水シートの固定は、図-11 に示すように土留め壁

（SMW 及び一次覆工コンクリート）に対して作業が簡便

で使用実績のある傘釘及びコンクリート釘（ワッシャー含

む）を使用し、固定後に釘頭部にコーキング剤を塗布し、

上からカットした接着性防水シートを貼付する方法で釘

穴からの地下水流入を防止した。隣接する防水シートの接

合方法には、図-12(a)に示すように開削トンネルは隣接す

る防水シートにコーキング剤（ゴムアスファルト系）を塗

布し、上からオーバーラップして一体化後、さらに接着性

防水シート裏面に粘着性を付与したカバーテープで端部

の止水処理を行った。NATM トンネルの一次覆工コンク

リートについては、図-12(b)に示すように隣接する防水シ

ートをオーバーラップ後、シーリング剤などの副資材を使

用せず溶着機を用いて一体化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

左半分：緩衝材 
右半分：接着性防水シート 

図-9 接着性防水シートの施工状況 

図-10 型枠設置状況概念図 

図-11 土留め壁への固定方法 
概念図 

(a)開削トンネル         (b)NATM トンネル 

図-12 接合部の接合方法概念図 
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４－４）事例４（開削トンネル：北千葉道路） 

 接着性防水シートは、鉄道関係（地下駅、地下鉄道トンネル）に限定されず、道路トンネル防

水にも多用されている。北千葉道路の現場は、土留め壁として SMW を用いた開削工法で構築さ

れた道路トンネルである。従来、道路トンネルの防水材料は、打設されるコンクリートと接着し

ない非接着性の防水シート（改質ゴムアスファルト系、EVA 系の防水シート等）が用いられるこ

とが多かった。そのため従来の防水シートを鋭利な突起物や不陸が存在する SMW に施工する場

合には、コンパネ板などの副資材を用いて防水シートの損傷防止及び不陸の補正が行われていた

（図-13）。補強タイプの接着性防水シートは、防水層の中に損傷保護層が設けてあり、突起物な

どによる損傷に対して耐性を有しているため副資材を用いることなく施工可能となり、施工費な

どが削減可能となる。さらに躯体コンクリートとの接着効果により構造物内部への漏水の発生が

抑制可能となることから補強タイプの接着性防水シートが適用された。施工状況を図-14に示す。 

SMW への防水シートの固定は作業性の良い傘釘を用い、図-15に示すように防水シートの接合

部（ラップ部）に打ち込むことで傘釘部の止水処理作業を軽減する方法とした。隣接するシート

との接合は、傘釘を打ち込んだ防水シート表面ともう一方のシートの裏面に合成ゴム系の接着剤

をローラーで塗布し、さらにコーキング剤（ゴムアスファルト系）を塗布した後、防水シートを

オーバーラップして一体化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 図-13 副資材（コンパネ板）による養生状況    

 

 

 

 

 

 

 

図-14 接着性防水シート施工状況 

 

５．非補強タイプ適用事例 

５－１）事例 1（SENS トンネル：相鉄・JR 直通線） 

西谷トンネルは、非排水型 SENS トンネルで構築されている。非排水型トンネル（ウオーター

タイトトンネル）は、防水シートに対して常に地下水圧が負荷されるため、防水シートに欠陥が

発生した場合、従来の防水シート（非接着性防水シート）では、広範囲にわたり漏水を引き起こ

すことが懸念される。そこで防水シートに部分的な欠陥（施工不良）が生じても防水シートと二

図-15 接着性防水シートの固定と 
接合方法概念図 
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次覆工コンクリートの境界面への水廻りを防止することで構造物内部への漏水が抑制可能となる

接着性防水シートが選定された。また、SENS トンネルの一次覆工面は、SMW と異なり平坦（突

起物がない）なことから非補強タイプが適用された。接着性防水シート（非補強タイプ）の施工

状況を図-16に示す。 

防水シートを施工する SENS トンネルの一次覆工コンクリートは、NATM トンネルで用いられ

る吹付けコンクリートと比較すると圧縮強度が非常に高いため、防水シートをコンクリート釘で

固定することは困難であった。そこで、図-17 に示すように固定用部材（カーボディスク）を一

次覆工コンクリートにアンカーで固定後、固定用部材と接着性防水シートを加熱により溶着する

方法を採用した。しかし、アンカーを用いる場合、施工上の欠点として、一次覆工コンクリート

にドリルで穿孔する作業が必要となり、特に上部アーチ部の穿孔は過酷な作業となることから作

業効率の低下が懸念された。そこで、固定用部材の物性試験を実施し、防水シートの施工（固定）

に必要となる最適な設置個数を検討した結果、設置個数を半減することが可能となり大幅に作業

効率が向上した。さらに、図-18(a)(b)に示すように従来 NATM トンネルで使用されていた固定用

部材の厚さを従来の 15mm から 9mm に改良することで材料コストの低減も行った。隣接する防

水シートの接合は、シーリング剤などの副資材を使用せずに自走式の溶着機を用いて一体化後、

さらに空気圧による接合部の気密性の確認を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

(a)従来タイプ          （b）改良タイプ 

図-18 固定用部材（カーボディスク） 

 

６．おわりに 

接着性防水シートは、高い防水性能が要求される鉄道や道路関係の開削トンネル、NATM トン

ネルなど多くの現場で適用され、平成 28 年度末における施工面積は約 50 万 m2に至っている。接

着性防水シートは、初めて現場に適用されてから約 16 年が経過しており、施工後の漏水調査も実

施されているが、良好な状態を維持していることが確認されている 7),8)。さらに、平成 23 年 3 月

図-16 接着性防水シートの施工状況 

図-17 一次覆工コンクリートに対する 
固定用部材と接着性防止シート 
の施工概念図 

接着性防水シート 

10mm 10mm 
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に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）に伴う大きな地震動を受けた仙台市営地下鉄

でも漏水の発生は確認されず、優れた防水性能を保持していることも確認された。高知県では、

その優れた防水性能が認められ、地震発生後に襲来する津波に対して人命を守る避難用シェルタ

ートンネル 9）にも採用された。さらに開削トンネル、NATM トンネル以外にも比較的新しいトン

ネルの構築工法である SENS トンネルにも適用が拡範している。 

近年、都市部や都市間を結ぶ地下交通網の整備では、深度 50ｍ以上の大深度化が進む一方、構

造物内への地下水流入を防止することで近隣環境への影響を軽減するとともに維持管理費の節減

が求められている。それに伴い適用される防水材料にも高い防水性能が求められている。そこで

我々は、要求に対する種々の性能確認試験 10）を進めており、さらなる適用範囲の拡大に向けて対

応して行きたいと考えている。 
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