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シート：

接続テープ：

紫外線劣化防止カバー：

【接続テープ：防根シート付属品】　ガムロンMGベースB20

1本の質量　kg
1本の長さ　mm
幅　mm
製品の厚さ　mm

アスファルトの浸透状況

引張り

耐折り曲げ性（無処理）
き裂個数

試験片10個中9個以上に
き裂が生じない

試験項目 結果
0.5
1,200
200
1.5
84
47
21
33
0
0

不浸透部分なし

長手方向
幅方向
長手方向
幅方向
長手方向
幅方向

引張強さ
N/cm

最大荷重時の伸び率
%

規格
0.5±0.05（包装資材含まず）

1,200 以上
200±2
1.4 以上
40 以上
10 以上

アスファルトの不浸透部分がない

【試験方法】　JIS A 6022（ストレッチアスファルトルーフィングフェルト）に準ずる。
　　　　　　但し製品の厚さはJIS A 6013（改良アスファルトルーフィングシート）に準ずる。
※以上の数値は、測定値であり、保証値ではありません。

【物性表】

品　番：MG-B20
　色　：ブラック
原材料：改質アスファルト
厚　さ：1.5mm
　幅　：200mm
長　さ：1,200mm

【防根シート】　スミリン・バンブーエッジ®

項目

厚さ

引張強さ

破断伸び

引張弾性率

引裂強さ

方向

ー

MD

TD

MD

TD

MD

TD

MD

TD

測定値

1.1

27

27

60

310

1440

1410

164

139

単位

mm

MPa

%

MPa

N/mm

測定方法

外側マイクロメーター

JIS K 7127

JIS K 7128-3

備考

±7%

直径型試験片
200mm/min
n=5

試験片タイプ5
200mm/min
n=5

※MDはシート押出方向、TDはシート幅方向を示します。
※代表値であり、規格値ではありません。

【物性表】

品　番：PVS-66-BK
　色　：ブラック
原材料：ポリプロピレン（耐寒性・耐衝撃性付加）
模擬針貫通強度標準値：65N
厚　さ：1.1mm
　幅　：1,100mm
長　さ：20m
重　量：23.5kg/1巻き

【オプション：紫外線劣化防止テープ】　LM-101

【製品特徴】
・50μ厚軟質アルミ箔に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を
　塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。
・遮光効果に優れ、防根シートを紫外線劣化から防ぎます。
・安定した粘着性能を有します。
・表側は、アルミ箔のつや消しで、表面処理を行っていません。
・R施工においても追従性が良く、どんな形にも対応が可能
・テープのみの出荷は、別途運賃がかかります。

製品名：LM-101
厚　み：0.095mm
　幅　：200mm
長　さ：50m巻き
粘着力：22（N/25mm）
アルミ外観：ツヤ消し

1,100mm



参考施工手順

①防根をするエリアを決めたらバック
ホウ（重機）で1m掘削する。オペ
レーター1人と補助1人で行うと効率
が良い。要所の深さをチェックする。

②1人が端部を押さえ、もう1人がシー
トを広げていく。2人で設置するの
が良い。

③シート同士のジョイントは190mm
重ね、付属の接続テープで隙間が出
ないように接続する。根がある側に
10mm出すのがポイントです。

掘り込み シート設置 接続テープ貼り付け

⑥最後にタンパなどで踏み固めて下さ
い。一年中にわたって日差しが照り
つける露出部は、紫外線劣化防止
テープで劣化保護して下さい。

上記のような勾配や崖のある場所に
「竹」などが自生しているところは、
シート下部より根が浸入してきます。
伐採と伐根をしたうえで、根を浸入
させない対策が必要です。

施工完了

④シートを広げる場合、シートがたる
まないように2m間隔で桟木などの
支柱を立てる。

支柱の設置

⑤設置完了後、土を埋め戻します。シー
トが土中に引き込まれたり、よれた
りしないように埋め戻して下さい。
500mmほど土を戻したら、桟木を
抜いて下さい。

埋め戻し

シートの切断はカッターやハサミで簡単に加工出来ます。シートを延長する場合、付属の接続テープ（田島ルーフィング（株）
ガムロンMGベースB２０）でシート同士を重ねて接続します。幅200mmの超ワイドなテープで樹木・植物の種類に関係
なく対応出来ます。

植物の根は下にも横にも成長します。配管が集中してい
る部分や、根の広がりを植栽帯だけに留めたい部分は、
根の横への広がりを物理的に止めることが大切です。
特に竹根地下茎は、成長が早く、障害があっても限りな
く広がります。その深さは、通常、GLから100～
600mmの深さですが、土壌条件により竹根地下茎が
深くなる場合もあります。現場の土壌条件に照らし合わ
せてご使用下さい。（地震が起きたら竹林に入れという
言い伝えがありますが、実際は、竹林は根が浅く土砂崩
れになりやすいです。）

安全値50Nをはるかに超えた根貫通強度を実現。
環境に配慮したリサイクル出来る素材を使用。巻き芯は、ありません。

適用範囲が広いスミリン・バンブーエッジ

◯財団法人建材試験センター「JTSM G7101（防水材料等の対根性評価の
ための模擬針を用いた試験方法）の制定について」に準じて試験を行い、
竹根地下茎における安全値50Nをはるかに超える強度を持っています。

◯当製品は、生産ロット毎に上記の貫通強度検査を実施して、データ管理を
しています。
◯全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。
◯接続テープは、防根シート1巻きにつき1枚付属しています。（それ以上の枚
数は別途）
◯シートの厚みは1.1mmで高強度。自立性があり、施工性に優れています。
◯シート素材は、耐寒性、耐衝撃性を付加したポリプロピレン製です。現場で
発生した廃材はリサイクルできます。
◯地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープ
をご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
◯シート露出部は、重機が横行してもシートは折れ曲りにくいです。

【製品の特長】

【主な用途】

すべての樹木・植物の種類に対応。
『緑の共生』と『既存自然林の保護』
を目指して。

JTSM G7101
（財）建材試験センター
模擬針貫通強度試験

※孟宗竹地下茎に対しては、
　50N以上が安全値

【既存自然林の保護】
◯地下茎、根茎の侵出防止

【緑との共生】
◯樹木の根自体の保護
◯アスファルト道路やインターロッキング舗装の
　持ち上がり防止
◯屋上緑化
◯護岸植栽
◯上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護
◯ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブル
　などの保護

SUMIRIN BambooEdge

◯春から秋の期間は根が成長します。根や竹の地下茎がシート露出部を乗り越えた場合は、根や地下茎を切断して下さい。
◯紫外線劣化防止テープに傷や剥がれが出た場合、上から貼り直して下さい。性能を復帰させます。

【メンテナンス】 SUMIRIN BambooEdge

SUMIRIN BambooEdge

【施工について】

【施工の注意点】

ガムロンMGベースB２０

SUMIRIN BambooEdge

根がある側 シート

接続テープ

190mm重ねて
根がある側に
10mm出すのが
ポイントです。

上から見た図

LM-101

のある場所に上記のような勾配や崖のある場所

【ご注意！！】◯シート上部を竹林の場合は100mm、その他の場
合は、50mm地表に露出して下さい。

◯シートを延長する場合は、専用の付属している接
続テープ（田島ルーフィング（株）ガムロンMGベー
スB２０）でシート同士を重ねて接続して下さい。

◯ポリオレフィン系（ポリプロピレン、ポリエチレン）
などは有機素材のため、紫外線劣化を起こす素材
です。シート露出部が、1年中にわたって日差しが
照りつける場所は、オプションの紫外線劣化防止
テープ（日東エルマテリアル（株）LM-101）を使用
して下さい。

シート

シート下部より
根が浸入し成長する

竹




