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(57)【要約】
【課題】漏洩が検知されたか或いは漏洩の懸念があるフ
ランジ継手に対して、速やかに漏洩を抑止するか、或い
は漏洩のリスクを排除すること。
【解決手段】帯状の封止材１の両端を接合してリング状
にする工程と、リング状にした封止材１をフランジ外周
Ｆ１に被せる工程と、締め付けバンド２を封止材１の外
側に巻回して止め具３を介してリング状にし、締め付け
バンド２を締め付けた後、止め具３を固定する工程と、
修理対象のフランジ継手Ｆのボルト・ナットＦ３におけ
る漏洩を確認する工程と、漏洩が確認された箇所のボル
ト・ナットＦ３を取り外し、ボルト・ナットＦ３のボル
ト孔に修理用治具１０を挿入する工程と、修理用治具１
０を介してボルト孔に樹脂シール材を充填する工程とを
有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状の封止材の両端を接合してリング状にする工程と、
　リング状にした前記封止材をフランジ外周に被せる工程と、
　締め付けバンドを前記封止材の外側に巻回して止め具を介してリング状にし、該締め付
けバンドを締め付けた後、前記止め具を固定する工程と、
　修理対象のフランジ継手のボルト・ナットにおける漏洩を確認する工程と、
　漏洩が確認された箇所のボルト・ナットを取り外し、該ボルト・ナットのボルト孔に修
理用治具を挿入する工程と、
　前記修理用治具を介して前記ボルト孔に樹脂シール材を充填する工程とを有し、
　前記修理用治具は、前記ボルト孔に挿入されるねじ軸部と、前記ねじ軸部の一端側に固
定又は螺合される第１ナット部と、前記ねじ軸部の他端側に螺合される第２ナット部とを
備え、前記ねじ軸部には前記ボルト孔に樹脂を充填させる樹脂注入溝が軸方向に沿って設
けられ、前記第２ナット部には前記樹脂注入溝に直接又は前記ねじ軸部のねじ溝を介して
連通する接続孔が複数設けられ、複数の前記接続孔の一つに樹脂シール材注入器を接続す
ると共に、前記接続孔の残りの全てを栓で塞ぐことを特徴とするフランジ継手の修理工法
。
【請求項２】
　前記封止材の接合箇所の上にフランジ外周の曲率に合わせて湾曲させた金属板を貼り付
け、該金属板の上に前記止め具を配置したことを特徴とする請求項１記載のフランジ継手
の修理工法。
【請求項３】
　フランジ継手のボルト孔に樹脂シール材を充填させるための修理用治具であって、
　前記ボルト孔に挿入されるねじ軸部と、
　前記ねじ軸部の一端側に固定又は螺合される第１ナット部と、
　前記ねじ軸部の他端側に螺合される第２ナット部とを備え、
　前記ねじ軸部には前記ボルト孔に樹脂を充填させる樹脂注入溝が軸方向に沿って設けら
れ、前記第２ナット部には前記樹脂注入溝に直接又は前記ねじ軸部のねじ溝を介して連通
する接続孔が複数設けられ、
　複数の前記接続孔の一つに樹脂シール材注入器が接続されると共に、前記接続孔の残り
の全てが栓で塞がれることを特徴とする修理用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フランジ継手の漏洩を修理するための工法及びそれに用いられる修理用治具
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　流体輸送を行う既設配管の漏洩原因の一つに継手部の気密性低下を挙げることができる
。特に、フランジ継手の場合は、継手部に介在するパッキン材の老朽化や継手部を接合す
るボルト・ナットの経時的な緩みなどによって気密性が低下して漏洩が生じる。
【０００３】
　フランジ継手の漏洩修理工法としては、フランジ外周を環状のリング部材によって囲繞
してシール補強する工法（下記特許文献１参照）、或いは、フランジ継手を囲むカバー枠
内に樹脂などのシール材を充填させる工法（下記特許文献２）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５７－１５１８８号公報
【特許文献２】特開昭５７－１１６９９２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　フランジ継手の漏洩を修理するに際して、従来技術のような工法を採用するためには、
既設配管の個々のフランジ継手に対してリング部材やカバー枠といった個別資材を用意す
る必要がある。フランジ継手には複数の規格があるため、漏洩が検知されたか或いは漏洩
の懸念がある個々のフランジ継手に対して、現場で寸法を確認してから、その寸法に応じ
たリンク部材やカバー枠を製作することになり、その製作に時間を要し、その間漏洩や漏
洩のリスクが継続し続ける問題があった。また、フランジ継手の漏洩を修理するに際して
、バルブピット内などの狭隘部や他の配管などの既設構造物との離間距離が確保できない
現場があり、このような現場においては従来工法では施工ができない場合があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
漏洩が検知されたか或いは漏洩の懸念があるフランジ継手に対して、速やかに漏洩を抑止
するか、或いは漏洩のリスクを排除することができること、狭隘部や既設構造物との離間
距離が確保できない現場であっても円滑に修理作業を施工することができること、等が本
発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を達成するために、本発明によるフランジ継手の修理工法は、以下の構
成を少なくとも具備するものである。
【０００８】
　帯状の封止材の両端を接合してリング状にする工程と、リング状にした前記封止材をフ
ランジ外周に被せる工程と、締め付けバンドを前記封止材の外側に巻回して止め具を介し
てリング状にし、該締め付けバンドを締め付けた後、前記止め具を固定する工程と、修理
対象のフランジ継手のボルト・ナットにおける漏洩を確認する工程と、漏洩が確認された
箇所のボルト・ナットを取り外し、該ボルト・ナットのボルト孔に修理用治具を挿入する
工程と、前記修理用治具を介して前記ボルト孔に樹脂シール材を充填する工程とを有し、
前記修理用治具は、前記ボルト孔に挿入されるねじ軸部と、前記ねじ軸部の一端側に固定
又は螺合される第１ナット部と、前記ねじ軸部の他端側に螺合される第２ナット部とを備
え、前記ねじ軸部には前記ボルト孔に樹脂を充填させる樹脂注入溝が軸方向に沿って設け
られ、前記第２ナット部には前記樹脂注入溝に直接又は前記ねじ軸部のねじ溝を介して連
通する接続孔が複数設けられ、複数の前記接続孔の一つに樹脂シール材注入器を接続する
と共に、前記接続孔の残りの全てを栓で塞ぐことを特徴とするフランジ継手の修理工法。
【０００９】
　また、本発明によるフランジ継手の修理用治具は、以下の構成を具備している。
【００１０】
　フランジ継手のボルト孔に樹脂シール材を充填させるための修理用治具であって、前記
ボルト孔に挿入されるねじ軸部と、前記ねじ軸部の一端側に固定又は螺合される第１ナッ
ト部と、前記ねじ軸部の他端側に螺合される第２ナット部とを備え、前記ねじ軸部には前
記ボルト孔に樹脂を充填させる樹脂注入溝が軸方向に沿って設けられ、前記第２ナット部
には前記樹脂注入溝に直接又は前記ねじ軸部のねじ溝を介して連通する接続孔が複数設け
られ、複数の前記接続孔の一つに樹脂シール材注入器が接続されると共に、前記接続孔の
残りの全てが栓で塞がれることを特徴とする修理用治具。
【発明の効果】
【００１１】
　このような特徴を有する本発明は、様々な寸法を有するフランジ継手に対して、帯状の
封止材の両端を接合してリング状にし、その外側を締め付けバンドで締め付けて固定する
ので、現場での対応で速やかにフランジ継手の漏洩を抑止することができる。そして、ボ
ルト孔に漏洩が移行した場合は、ボルト・ナットを修理用治具に差し替えてボルト孔に樹
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脂シール材を充填させることができるのでフランジ継手の漏洩を抑止することができる。
【００１２】
　また、修理用治具には、第２ナット部に接続孔が複数設けられているので、第２ナット
部を締め付けた場合に複数の接続孔のうち接続し易いものに樹脂シール材注入器を接続し
て、他の接続孔を栓で塞ぐことができ、樹脂シール材注入時の作業性を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明
図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明
図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明
図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る修理用治具の構造及びフランジ継手の修理工法におけ
る一工程を示した説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。図１～６は、本発明の一実施
形態に係るフランジ継手の修理工法における一工程を示した説明図である。フランジ継手
Ｆは、互いに突き合わされた一対のフランジＦ２がボルト・ナットＦ３で接合されている
。既設の配管Ｐのフランジ継手Ｆにおいて漏洩が確認された場合には、図１に示すように
、先ず第１の工程として、帯状の封止材１の両端を接合してリング状にする。封止材１と
しては、例えば、弾性があり比較的伸びの少ないゴム製の帯状板材を用いることができる
。封止材１の接合に際しては接着剤を用い、接着剤が硬化するまで所定時間（５分程度）
養生を行う。更に、接合箇所にシリコン樹脂を１０ｍｍ～２０ｍｍ塗布して所定時間（１
０分程度）養生することで、接合箇所からの漏洩を抑止することが可能になる。
【００１５】
　次の工程では、図２に示すように、リング状にした封止材１をフランジ外周Ｆ１に被せ
る。この際、フランジ外周Ｆ１に検漏液を塗って漏洩箇所を特定し、封止材１の接合箇所
１Ａを特定した漏洩箇所から９０°回した位置に合わせることが好ましい。また、シリコ
ン樹脂を接合箇所１Ａに塗布した場合には、シリコン樹脂の塗布面をフランジ外周側に裏
返して被せることが好ましい。
【００１６】
　次の工程では、図３に示すように、締め付けバンド２を封止材１の外側に巻回して止め
具３を介してリング状にし、締め付けバンド２を締め付けた後、止め具３を固定する。締
め付けバンド２としては、金属製の帯状薄板部材を用いることができる。止め具３は、金
属製の扁平な筒状部材で構成することができる。止め具３内に一方側から締め付けバンド
２の一端を挿入して通過させた後に先端を折り曲げ、締め付けバンド２の他端を止め具３
内に他方側から挿入して締め付けバンド２をリング状にする。締め付けバンド２の他端側
を図示の矢印のように引っ張ることで封止材１に締め付け力を付加する。十分な締め付け
力が付加された状態で止め具３を固定する。止め具３には止めねじ３Ａをねじ込むねじ孔
が設けられており、この止めねじ３Ａをねじ込むことで締め付けベルト２を締め付け状態
で固定することができる。
【００１７】
　図示の例では、封止材１の接合箇所１Ａの上にフランジ外周Ｆ１の曲率に合わせて湾曲
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させた金属板４を貼り付け、金属板４の上に止め具３を配置している。また、図示の例で
は、止め具３を２個連続して設けている。止め具３を２個設けることで、締め付け力に対
しての締め付けバンド２の緩みを抑止することができる。また、金属板４を止め具３の下
に敷くことで、封止材１を傷付けること無く、フランジ全周を均一に締め付けることがで
きる。
【００１８】
　次の工程では、修理対象のフランジ継手Ｆのボルト・ナットＦ３における漏洩を確認す
る。フランジ外周Ｆ１からの漏洩を封止材１と締め付けバンド２によって抑制した場合に
、ボルト孔に漏洩が移行することが考えられるので、フランジ外周Ｆ１に封止材１を被せ
て締め付けバンド２で締め付けた後、ボルト・ナットＦ３の周囲に検漏液を塗り、ボルト
孔で漏洩が生じているか否かを確認する。
【００１９】
　漏洩が確認され、漏洩箇所が特定できた場合には、図４に示すように、漏洩が確認され
た箇所のボルト・ナットＦ３を取り外し、ボルト・ナットＦ３のボルト孔に修理用治具１
０を挿入する。
【００２０】
　図５は、本発明の実施形態における修理用治具１０の具体的な構成を示した説明図であ
る（同図（ａ）が修理用治具１０の側面図、同図（ｂ）が修理用治具１０の正面図を示し
ている）。修理用治具１０は、ボルト・ナットＦ３と同様に一対のフランジＦ２を締結す
る締結具の構成を有しており、ボルト孔に挿入されるねじ軸部１１と、ねじ軸部１１の一
端側に固定又は螺合される第１ナット部１２と、ねじ軸部１２の他端側に螺合される第２
ナット部１３とを備えている。ねじ軸部１１は全長に亘ってねじ溝１１Ａが設けられてい
ると共に、ボルト孔に樹脂を充填させる樹脂注入溝１１Ｂが軸方向に沿って設けられてい
る。第２ナット部１３には樹脂注入溝１１Ｂに直接又はねじ軸部１１のねじ溝１１Ａを介
して連通する接続孔１３Ａが複数設けられている。そして、複数の接続孔１３Ａの一つに
樹脂シール材注入器が接続され、接続孔１３Ａの残りの全ては栓１４で塞がれている。
【００２１】
　図６は、修理用治具１０を介してボルト孔に樹脂シール材を充填されている状態を示し
ている。修理用治具１０を漏洩が確認された箇所のねじ孔に装着し、第１ナット部１２と
第２ナット部１３とを適度に締め付けた状態で、第２ナット部１３の一つの接続孔１３Ａ
に樹脂シール材注入器２０を接続する。樹脂シール材注入器２０は、例えば、ホース２１
、第１バルブユニット２２、圧力計ユニット２３、第２バルブユニット２４を介して接続
することができる。
【００２２】
　接続孔１３Ａの一つに樹脂シール材注入器２０を接続して、他の接続孔１３Ａを栓１４
で塞いだ後に、樹脂シール材注入器２０を操作して樹脂シール材の注入を開始する。この
際、圧力計ユニット２３の圧力計で注入圧力を確認しながら、第１ナット部１２側から樹
脂シール材が滲み出てきたら、第２バルブユニット２４のバルブを閉めて、第１ナット部
１２と第２ナット部１３を増締めする。そして、その後第２バルブユニット２４を再度開
き、樹脂シール材注入器２０を操作して所定の充填圧力まで加圧注入を行う。樹脂シール
材注入器２０は、圧力計ユニット２３での圧力が１．０ｍｍＰａを超えない範囲で使用す
るのが好ましい。充填圧力は、配管Ｐの輸送圧力に応じて０．３～１．０ＭＰａに設定す
ることができる。
【００２３】
　このような特徴を有する本発明の実施形態に係るフランジ継手の修理工法によると、様
々な寸法を有するフランジ継手Ｆに対して、帯状の封止材１の両端を接合してリング状に
し、その外側を締め付けバンド２で締め付けて固定するので、現場での対応で速やかにフ
ランジ継手Ｆの漏洩を抑止することができる。そして、ボルト孔に漏洩が移行した場合は
、ボルト・ナットＦ３を修理用治具１０に差し替えてボルト孔に樹脂シール材を充填させ
ることができるのでフランジ継手Ｆの漏洩を抑止することができる。また、バルブピット
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内などの狭隘部や他の配管などの既設構造物との離間距離が確保できない現場であっても
円滑に施工を行うことが可能である。
【００２４】
　更に、修理用治具１０には、第２ナット部１３に接続孔１３Ａが複数設けられているの
で、第２ナット部１３を締め付けた場合に複数の接続孔１３Ａのうち接続し易いものに樹
脂シール材注入器２０を接続して、他の接続孔を栓１４で塞ぐことができ、樹脂シール材
注入時の作業性を向上させることができる。
【００２５】
　なお、前述した説明では、フランジ継手において既に漏洩が発生している場合を例にし
て説明したが、これに限らず、未だ漏洩が発生していないが漏洩のリスクがある場合の修
理にも本発明は適用することができる。
【符号の説明】
【００２６】
１：封止材，１Ａ：接合箇所，
２：締め付けバンド，３：止め具，３Ａ：止めねじ，４：金属板，
１０：修理用治具，
１１：ねじ軸部，１１Ａ：ねじ溝，１１Ｂ：樹脂注入溝，
１２：第１ナット部，１３：第２ナット部，１３Ａ：接続孔，１４：栓，
２０：樹脂シール材注入器２０，２１：ホース，２２：第１バルブユニット，２３：圧力
計ユニット，２４：第２バルブユニット，
Ｆ：フランジ継手，Ｆ１：フランジ外周，Ｆ２：フランジ，Ｆ３：ボルト・ナット，Ｐ：
配管
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