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Ⅰ.開発経緯



3

１．従来工法の課題

Ⅰ-１. 開発の着眼点

(1)従来の漏水補修工法
現在広く使用されている工法は、“ウレタン系高圧注入工法”である。

ウレタン材を使った工法は、即効性に優れている等の理由から、漏水補修
工法の主流として採用されている。

(2)従来の工法の課題
大量の漏水に対して即効性はあるが、長期耐久性に欠ける。再漏水の

原因は、『ウレタン材はコンクリートとの付着性や伸びが殆ど無いた
め、温度変化や地震等による継ぎ目の変位に追随できないため』と想定

される。

(3)再漏水の発生状況
シールドトンネルのセグメント継ぎ目では、漏水補修の施工後２～５年

以内に約７０％で再漏水が発生している。また、現場打ちカルバートの打
継ぎ目からも、漏水補修の施工後の約６０％で再漏水が発生している。

２．従来工法との相違点

(1)伸び、付着強度などに優れる石油樹脂・アクリル系材料を主体として
いるため、地盤沈下や温度などによる変位の発生による目地クラックの開
きに追随します。

(2)親水性ウレタンプレポリマーを含有する硬化促進剤を注入する直前に
主材と混合攪拌し、主材の硬化時間を早め、多量の漏水でも確実に止水し
ます。

(3)ウレタン材に比べてコンクリートとの付着性、伸びに優れているため
、漏水箇所の開きなどに追随できます。
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１．従来の止水工法の概要
ウレタン樹脂を使った削孔注入は、従来のアクリル材料を使用した注入工法に比

べ材料代が安価で即効性に優れている等の理由から、止水注入の主流として採用さ
れてきた。

■補修方法
・材料はウレタン系樹脂
・目地部から150mm程度離れた位置に300mm以内の間隔で削孔
・高圧注入用ピンを設置し止水注入用ｳﾚﾀﾝ樹脂を注入、注入完了後に頭部を切断
・表面清掃、ピン穴補修

写真-Ⅰ-2-1 施工写真

２．ウレタン樹脂注入工法の採用経過
• ウレタン樹脂注入工法は、石油から精製されたウレタンプレポリ

マーを主材料とし、同材料が水と接することで順次硬化を始め、最
終的に全量が硬化し、注入量の数倍から数十倍の固化体となって、
水みちを塞ぐものである。

• １９８２年以降に施工され現在、止水注入の主流となっている。
• ウレタン樹脂以前の止水工法は、アクリル材料を使用したものやセ

メント系でVカットして急結セメント等を詰め、表面を仕上げるな
どが一般的だった。

削孔注入

躯体

ウレタン樹脂系
止水材注入

高圧注入用ピン

図-Ⅰ-2-１ 注入概要図

写真-Ⅰ-2-2  固化したウレタン材
図-Ⅰ-2-2 ウレタン材の水添加率と発泡割合（OHの例）

Ⅰ-２. 従来の止水工法
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３．従来工法の効果の確認（１）
【現地調査結果】
■ウレタン樹脂注入工法を採用し補修した電力会社の地中線洞道をＨ23年度に
複数調査(H18年度～H21年度に補修した、14洞道315箇）した結果、コンク
リート打継目やプレハブボツクス継手等、特に外力や温度変化により変位が生
しやすい部位において、かなりの頻度で再漏水が発生していることがわかった。

ＮＡＴＭ洞道漏水状況

現場打ち洞道漏水状況

ウレタン樹脂洞道内流入状況

写真-Ⅰ-2-3  漏水状況等

４．従来工法の効果の確認（2）
【再漏水の調査】
■ウレタンプレポリマーを主材料とした止水材は、固化速度が早い反面、付
着性・引張強度・伸びが殆ど無いため、変位を許容する構造物部位に変位が
生じた場合、材料が追従できずに、新たな水みちが発生するものと推定され
る。

セグメント継手

リング継手

ボルト

鉄筋コンクリート版

・版長は0.8ｍ～1.2ｍ程度

継手部止水
材設置 ・打継ぎ目 （止水

版設置）

・伸縮継ぎ目 （止水
版設置）

・20ｍ程度

・ひび割れ

・ひび割れ

・ひび割れ

図-Ⅰ-2-３ シールド洞道構造図 図-Ⅰ-2-４ 現場打ち洞道構造図

Ⅰ-２. 従来の止水工法
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５．従来工法の効果の確認（3）
【現地調査に基づく再漏水結果
(NATM洞道、プレハブ洞道)】
■ＮＡＴＭ洞道の打継目やプレハ
ブＢＯＸ洞道の継目において、
漏水が多量に発生。H18年度～
H21年度の漏水補修個所の点検結
果では、８９％で漏水が発生

図-Ⅰ-2-５ 漏水状況 調査結果

６．従来工法の効果の確認（4）
【現地調査に基づく再漏水結果(シー
ルド洞道)】
■シールド洞道セグメント継手部や
締付の緩いボルト部から漏水が発生
。H18年度～H21年度の漏水補修
個所の点検結果では、７１％で漏水
発生

図-Ⅰ-2-６ 漏水状況 調査結果

Ⅰ-２. 従来の止水工法

７．従来工法の効果の確認（5）
【現地調査に基づく再漏水結果(躯
体打ち継目部)】
■現場打洞道の打継目からも、５
6％で漏水発生

８．従来工法の効果の確認（6）
【現地調査に基づく再漏水結果(躯体ひ
び割れ部)】
■現場打洞道の躯体ひび割れ部の漏水
補修状況をみると、漏水は26%程度と
少ないことからひび割れ部へのウレタ
ン樹脂の注入については、ある程度効
果が見られた。

図-Ⅰ-2-７ 漏水状況 調査結果 図-Ⅰ-2-８ 漏水状況 調査結果
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１．止水材料の概要
■ウレタン系止水補修材（スポンジ状）

原油からつくられたウレタン樹脂を主材料としたものである。写真-4は固
化したウレタン系止水材でスポンジ状態である。付着力は低い。
■石油樹脂・アクリル系止水補修材（ガム・松やに状）

高分子アルコール（ポリビニルアルコール）で乳化した水性ポリマー系分
散液である。付着力は高い。
■アクリル系止水補修材（軟質ゴム状）

アクリル系親水高分子材料である。付着力は高い。

ウレタン系補修材 石油樹脂・アクリル系補修材 アクリル系補修材

写真-Ⅰ-3-1  各種材料の固化形状

２．新規注入工法の調査
■構造物の継手部等に変位が生じた場合、変位に追従できる注入材が無いか
市場調査を実施した結果、比較的安価で長期耐久性に優れた工法として、石
油樹脂アクリル系止水剤を使用した工法がある

３．解決の手段
■石油樹脂アクリル系止水材の機械的性能を確保しつつ、ＰＨが中性に近い
製品を使用する必要がある。市場調査の結果、下記がわかった。

・三生化工のアルファーゾルＧ：一般的に購入して使用可能
・ＰH6.5、５～１０年の実績多数有

■石油樹脂・アクリル系止水材は、石油樹脂・アクリル系止水材を高分子ア
ルコールで乳化した水性ポリマー系分散液で、親水性ウレタンプレポリマー
を添加するとこれと水との化学反応により水分が急激に減少して凝縮固化す
ることが止水材料の混合試験からわかった。

この反応を利用して固化時間を相当に早められれば、多量漏水箇所への新し
い漏水補修材料として適用できることから、材料性能や施工方法を検証する
ために実証試験を行う。

Ⅰ-３. 新規止水工法の検討
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Ⅱ. 材料の特性、各種試験結果
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Ⅱ-１. 要求性能の概要

１．伸び性能
温度変化や地震等によりクラックに変位が生じた場合でも、材料

が追随できることが必要である。
そこで、塗膜系建築屋上防水材と同等の伸びを有することを要求

性能とし、破断時の伸び率を200％以上とした。
破断時の伸び率200％とは、幅１mmのクラックが補修後に地震

等で幅3mmまで拡大した場合でも、材料が追随できる性能である
。

２．引張強度
地下構造物の大半は、地下50ｍ以内に位置していることから、

水深50m以上の水圧に耐えられることを想定し、0.5N/mm2以上
の引張強度とした。

３．付着強度
コンクリートと止水材の付着は、変位により材料が伸びて破断す

るよりも強く付着していれば、引張強度が有効に発揮できることか
ら、付着強度≧引張強度を要求性能に設定した。

４．ゲルタイム（材料硬化時間）
ゲルタイムは単に短いだけでなく、止水材が漏水の原因となって

いるクラックに行きわたるまでは流動性を保ち、行きわたった後に
速やかに硬化するよう、適切なゲルタイムを有することが望ましい
と考えられる。したがって、クラックに行きわたるまでに必要な時
間や作業効率や材料のロス分の削減等を勘案し、ゲルタイムの要求
性能は5分以上20分以下に設定した。
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【要求性能】

引張強度：0.5Ｎ/mm2以上（水深50mの水圧に耐える）

【試験結果】

【要求性能】 付着強度：200%以上（例えば1mmのひび割れが3mmになっても追随）

【試験結果】

Ⅱ-２. 引張強度と硬化促進剤比率との関係

ゲルタイム：5分以上20分以内

【試験結果】
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【要求性能】

付着強度：付着強度≧引張強度

【試験結果】

付着強度と引張強度との関係

混合率
試験体

温度
付着強度
N/mm2

引張強度
N/mm2

性 能
付着強度≧引張強

度

15%

30℃ 1.26 1.06 OＫ

20℃ 1.09 0.97 OＫ

10℃ 0.93 0.79 OＫ

10%

30℃ 1.07 0.77 OＫ

20℃ 0.89 0.85 OＫ

10℃ 1.03 0.83 OＫ

5%

30℃ 0.9 0.73 OＫ

20℃ 0.84 0.75 OＫ

10℃ 0.82 0.73 OＫ

Ⅱ-４. 付着強度と引張強度との関係
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Ⅲ. 施工方法
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STTG工法は、石油樹脂・アクリル樹脂系材料のアルファーゾル・Ｇと硬化促
進剤のウレタンプレポリマーをそれぞれ専用ポンプで圧送し、混合割合を制御
しながら注入直前に撹拌混合することで、材料の硬化時間（ゲルタイム）を適
切に早めている。

左側は硬化促進剤用ポンプ

右側はアルファーゾル・Ｇ用ポンプ
ＳＴＴＧ工法機器構成の概要

施工方法は、現在多くの止水工法で採用しているものと同様、クラッ
クに対して交差するよう斜めに削孔し、設置した注入ピンから止水材を
注入する方法を適用した。

注入状況写真
左図は標準的な注入ピンの設置状況

右図は止水材が充填されるイメージ

Ⅲ-１. ＳＴＴＧ工法の概要
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・ポンプ配置図

・機械写真

・工法の特徴

ポンプ配置図

機械写真

Ⅲ-２.ＳＴＴＧ工法の施工図
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ＳＴＴＧ工法は、石油樹脂・アクリル樹脂系材料(商品名：アルファー・ゾ
ル‐ＳＴＴＧとアルファー・ゾル‐ゲル化剤)を主材とし、現場において硬化
促進剤である親水性ウレタンプレポリマー（商品名：ハイセルＯＨ－１Ｘ）と
混合して漏水部へ注入することで、地下構造物への漏水を止水する工法である
。

施工は、両液をそれぞれの専用ポンプで混合割合を制御しながら別々に圧送
し、注入直前に攪拌混合し、あらかじめ設置した注入ピンを介して注入対象部
位に注入するものである。

ＳＴＴＧ工法の特徴は、従来のウレタン系止水剤と比べ、硬化後の伸びや付
着性能、耐久性に優れるため、一旦注入すれば地震等でコンクリートの隙間が
開いても、これに追随し止水性能を永く維持できる性能を有していることであ
る。また、硬化促進剤を適量混合することにより、止水剤が漏水部であるクラ
ックや劣化した継目部の隅々まで行きわたった後、速やかに硬化するため、多
量の漏水でも確実に止水できる性能を有している。図－１に注入ピンの設置標
準と注入設備概要を示す。

Ⅲ-３. ＳＴＴＧ工法の特徴
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名称 購入先 

アルファーゾル・ＳＴＴＧ 

アルファーゾル・ＳＴＴＧ専用

ゲル化剤 

販売元 ：東京電設サービス株式会社 

住所  ：〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-8-1 

電話番号：03-6371-3480 

ハイセルＯＨ－１Ｘ 

潤滑油 

販売元 ： 野口興産株式会社 

住所  ：〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町 410 

電話番号：045-475-1740 

注入ポンプ 

高圧ホース 

Ｙ字注入装置 

撹拌翼 

変圧器 

注入ピン 

攪拌機 

販売元 ：有限会社正和工業 

住所  ：〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町 3-633-13 

電話番号：044-280-7789 

缶ウォーマー 販売元 ： 株式会社八光電機 

住所  ：〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 

電話番号：03-3464-8500 

 

注入時に使用する機械一覧は下記の通りである。

Ⅲ-４. 注入機械
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主材ポンプ

硬化促進座ポンプ

変圧器

高圧
ホース

ホッパー

解体状況 解体状況

解体状況 解体状況

Ⅲ-４. 注入機械
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Ⅲ-４. 注入機械
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ポリマー樹脂

水分

添加

エマルジョン
ポリマー樹脂（分散液）

第一段階
　　吸水反応による
　　急速脱水・濃縮

第二段階
　　粒子の変形・融着
　　　　（ゲル化）

吸水性ウレタン
プレポリマー

アルファー・ゾルは石油樹脂ポリマーとアクリル樹脂ポリマーを高分子
アルコール（ポリビニルアルコール）により乳化した水性エマルジョン
分散液である。一方、吸水性ウレタンプレポリマーは周囲に水が存在す
ると、これを急速に吸収して、炭酸ガスを放出しながら重合し、ポリウ
レタンになる。

アルファー・ゾルと吸水性ウレタンプレポリマーを混合すると、アルフ
ァー・ゾルの水分は吸水性ウレタンプレポリマーの反応により急速に吸
い取られ、脱水、濃縮されて、石油樹脂アクリル樹脂ポリマー粒子同士
が密着融合し流動性のないゲル化状態になり固化する。本工法はこの原
理によりアルファー・ゾルのゲルタイムを要求性能の範囲となるように
早めたものである。図-Ⅲ-8-1に本工法の硬化プロセスを示す。

Ⅲ-５. 新規の止水材の硬化プロセス

１．硬化のプロセス

２．説明図

図-Ⅲ-8-1 硬化プロセスの説明図
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Ⅳ. 漏水の原因とコンクリート
構造物の劣化状況
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●打継ぎ目からの漏水
◆大規模な構造物では、一度に大量のコンクリートを打設することが出

来ないため、構造物には打継ぎ目が生じる。
◆打継ぎ目は、躯体温度の変化に伴うコンクリートの伸縮や地震等の地

盤変位により目開きが発生し、地下水が流入する場合がある。
●コンクリートクラックからの漏水

地震、地盤沈下、施工不良などにより地下鉄筋コンクリート構造物に
クラックが発生し、これに伴い漏水するケースが見られる。

Ⅳ-１. 地下ライフライン構造物への漏水の原因
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○構造物への漏水に伴う地盤沈下

地下水の水位が低下することにより、地盤の圧密現象等がおこり
（特に粘性土）地盤沈下が発生する。

○構造物への土砂流入による路面陥没

洞道内に地下水や土砂が流入することで、地盤内に空洞が発生し、
路面陥没に繋がる。

○前述の構造物の劣化を放置すると、構造物の耐力を低下させ、大規
模補修や設備の更新を余儀なくされる。

○構造物周辺の地盤や建物などに影響を与える場合がある。

Ⅳ-２. 漏水に伴う周辺への影響
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施工不良による鉄筋被りの不足ひび割れの発生

・クラック、コンクリートの中性化、
施工不良による鉄筋被りの不足など
により、塩分や水分などがコンクリ
ート内に侵入し、鉄筋に錆が発生す

る。

・鉄筋に錆が発生すると体積膨張が
起こり、コンクリート内が圧迫され
ひび割れが発生する。

鉄筋の錆び発生

Ⅳ-３. 地下構造物の劣化状況
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錆の進展によるひび割れの拡大 錆の進展によるコンクリートの剥離

・ひび割れが発生するとコンク
リート内に侵入する水や塩分の
量が多くなり、鉄筋の錆が発生
し、進行する。

・鉄筋の錆発生、進行すると、鉄筋
の体積増加も進むのでさらにコンク
リートのひび割れが拡大する。

・鉄筋の体積膨張やコンクリートのひび割れの拡大が進むと、コンクリー
ト内の膨張した鉄筋にコンクリートが押し出され浮きが発生したり、コン
クリートの表面剥離が発生する。

Ⅳ-３. 地下構造物の劣化状況
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Ⅴ. 安全データシート等
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作業にあたっては、安全データシート（ＳＤＳ）を現場に携帯し、作業前に注入材料取扱いの
注意事項等について、作業者に理解させる。この注意事項は、表－３のとおりである。

工種名 使用材料名 政令番
号

対象となる化学物
質名

危険有害性 リスク低減実施事項

漏水補
修工

アルファー・ゾ
ル‐ＳＴＴＧ

－ － － －

アルファー・ゾ
ル‐ゲル化剤

405
トリレンジイソアソ
シエート

・皮膚刺激
・強い眼刺激

・吸入するとアレル
ギー、

喘息または呼吸困難
を
起こすおそれ

・アレルギー性皮膚反
応を
起こすおそれ

・発がんのおそれの疑
い
・臓器の障害のおそれ

・長期にわたる、または
反復

暴露により臓器を損
傷

・保護眼鏡を使用する
などして目に

入らないようにするこ
と。

・保護手袋を使用し皮
膚に触れない
ようにすること。

・飲まないようにするこ
と。

・子供の手の届かない
処に置くこと。

ハイセルＯＨ１
－Ｘ

598
メチレンビス（4.1

シクロヘキシレン）
＝ジイソシアネー
ト

・吸入すると有害
・皮膚刺激
・眼刺激

・吸入するとアレル
ギー、

喘息または呼吸困難
を起
こすおそれ

・アレルギー性皮膚反
応を
起こすおそれ

・使用前に取扱説明書
を入手すること
・粉じん/煙/ガス/ミスト
/蒸気/スプレー
の吸入を避けること。
・取扱後はよく洗うこと。

・屋外又は換気の良い
場所でのみ使用
すること。

・汚染された作業衣は
作業場から出さ
ないこと。
・保護手袋/保護衣/保
護眼鏡/保護面を
着用すること。

・呼吸用保護具を着用
すること

Ⅴ-１. 注入材料の取り扱い

表-Ⅴ-4-1 注入材料の取り扱い注意事項
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Ⅵ. 他工法との比較、標準歩掛
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Ⅵ-１. 他工法との比較
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ＳＴＴＧ工法の標準的な歩掛りは、表－４のとおりであるが、今後の実績を積み重ねることに
より精度の向上を図る。

施工単位 ５ｍ（目地長さ）／1日

実働時間 ８時間（昼休み1時間含む）

材料使用量

アルファー・ゾル‐ＳＴＴＧ
アルファー・ゾル‐ゲル化剤
硬化促進剤（ハイセルＯＨ１－Ｘ）
注入ピン
撹拌翼
チャックノズル
ドリルビット
潤滑油（ＳＴＴＧ用）

１５．０ｋｇ
０．８ｋｇ
１．７ｋｇ

２５．０本
２．０本
２．０本
１．０本
１．０ｋｇ

人 工
止水技士
止水工
一般作業員

１人
１人
２人

使用機械

電動ドリル
Ｙ字注入装置
攪拌機

各１台

注入ポンプ ２台

管理要員 ＳＴＴＧ管理技術者 １人

表－Ⅳ－２－１ ＳＴＴＧ工法の標準歩掛り

※標準歩掛りは一般的な躯体状況や漏水量を想定しており、設計に適用する際は、現
場確認による詳細な調査をする。

｟参考｠使用実績に基づく施工場所ごとのメーター当たりの材料使用量の実績は下記のとおり。

施工場所 品目 歩掛り

地下トンネル
電力洞道
漏水（中）
漏水（大）

アルファー・ゾル‐ＳＴＴＧ
アルファー・ゾル‐ゲル化剤
硬化促進剤（ハイセルＯＨ１－Ｘ）
注入ピン

3.00㎏/ｍ
0.15㎏/ｍ
0.33㎏/ｍ

5本/ｍ

地下構造物（建
物）
エフロレッセン
ス

アルファー・ゾル‐ＳＴＴＧ
アルファー・ゾル‐ゲル化剤
硬化促進剤（ハイセルＯＨ１－Ｘ）
注入ピン

1.00㎏/ｍ
0.05㎏/ｍ
0.11㎏/ｍ

3本/ｍ

地下構造物（建
物）
漏水（小）
※滲み程度

アルファー・ゾル‐ＳＴＴＧ
アルファー・ゾル‐ゲル化剤
硬化促進剤（ハイセルＯＨ１－Ｘ）
注入ピン

1.00㎏/ｍ
0.05㎏/ｍ
0.11㎏/ｍ

5本/ｍ

地下構造物（建
物）
漏水（中）
※滴下程度

アルファー・ゾル‐ＳＴＴＧ
アルファー・ゾル‐ゲル化剤
硬化促進剤（ハイセルＯＨ１－Ｘ）
注入ピン

1.50㎏/ｍ
0.08㎏/ｍ
0.17㎏/ｍ

5本/ｍ

Ⅵ-２. 標準歩掛り
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Ⅶ. 施行例、施工実績
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【実施延長、種別】

件数 工事場所 発注者 施工数量
（ひび割れ延長ｍ）

備考

167 地中送電洞道・変電所・発電所など 東京電力株式会社 9,247.0

1 電力洞道 中部電力株式会社 69.0

6 下水道設備 下水道事業者 1,636.0

2 首都高速設備 首都高速道路 29.2

4 共同溝・建物 地方自治体（東京都・多摩市等） 42.0

2 ＮＴＴ設備 ＮＴＴ 9.0

2 鉄道関係設備 鉄道事業者 67.0

6 その他 民間企業 233.0

190 11,332.2施工実績　合計

Ⅶ-１. 実績一覧表
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施工前：漏水状況
(平成29年11月時点)

施工後：止水状況
(6か月経過 平成30

年6月時点)

施工後：止水状況
(1年経過 平成30年11月

時点)

Ⅶ-２. 施工写真（施工前と施工後）



33

施工前：漏水状況
(平成29年11月時点)

施工後：止水状況
(6か月経過 平成30年6月時点)

施工後：止水状況
(1年経過 平成30年11月時点)

Ⅶ-２. 施工写真（施工前と施工後）
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施工前：漏水状況
(平成29年11月時点)

施工後：止水状況
(6か月経過 平成30年6月時点)

施工後：止水状況
(1年経過 平成30年11月時

点)

Ⅶ-２. 施工写真（施工前と施工後）
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1.表彰者
埼玉県中川下水道事務所より発注された中川流域処理場 管廊漏水対策工事でSTTG工法により漏水止水

工事をナガヤス工業が受注し、下記表彰を受賞した。

2.表彰の目的
当事務所が発注した建設工事を、県土づくり優秀現場代理人等表彰として優秀な成績で履行した現場代理

人等を表彰することにより、現場代理人等の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施工を確保する
ことを目的としている。

3.表彰の対象
表彰は、当事務所が発注した建設工事で、表彰実施年度の前年度に完成した工事における現場代理人等が

、次の各号のいずれかに該当する場合に行います。
1.建設工事の施工における技術上の管理が特に優秀と認められるもの。
2.特に困難な施工条件を克服して、優れた成績をもって建設工事を完成したもの。
3.その他、事業の遂行に著しく貢献したもの。

Ⅶ-３. 表彰事例


