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(57)【要約】
【課題】円管の補修個所を、簡便な方法で内側から確実
に補修する。
【解決手段】円管を内側から補修する方法は、長手方向
に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力
を有し、円管の内周長と実質的に等しい外周長を有する
管状の修理部材を準備するステップＳ１と、修理部材の
外面に接着剤を塗布するステップＳ２と、修理部材を円
管の内径よりも小さな外径となるように縮径するステッ
プＳ３と、接着剤が塗布され縮径された修理部材を、円
管の内部に、補修位置まで挿入するステップＳ４と、補
修位置で修理部材を拡径して、修理部材を、接着剤を介
して円管の内壁に当接させるステップＳ５と、接着剤を
硬化させて、修理部材を円管の内壁に固定する接着剤硬
化ステップＳ６と、を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円管を内側から補修する方法であって、
　長手方向に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、円管の内周長
と実質的に等しい外周長を有する管状の修理部材を準備するステップと、
　前記修理部材の外面に接着剤を塗布するステップと、
　前記修理部材を前記円管の内径よりも小さな外径となるように縮径するステップと、
　前記接着剤が塗布され縮径された前記修理部材を、前記円管の内部に、補修位置まで挿
入するステップと、
　前記補修位置で前記修理部材を拡径して、前記修理部材を、前記接着剤を介して前記円
管の内壁に当接させるステップと、
　前記接着剤を硬化させて、前記修理部材を前記円管の内壁に固定する接着剤硬化ステッ
プと、
　を有する方法。
【請求項２】
　第１の補修工程と、該第１の補修工程の後に行われる第２の補修工程と、を有する、円
管を内側から補修する方法であって、
　前記第１の補修工程は、
　長手方向に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、円管の内周長
と実質的に等しい外周長を有する管状の修理部材を第１の修理部材として準備する第１の
修理部材準備ステップと、
　前記第１の修理部材の外面に接着剤を塗布する第１の接着剤塗布ステップと、
　前記第１の修理部材を前記円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する第１の縮
径ステップと、
　前記接着剤が塗布され縮径された前記第１の修理部材を、前記円管の内部に、補修位置
まで挿入する第１の挿入ステップと、
　前記補修位置で前記第１の修理部材を拡径して、前記第１の修理部材を、前記接着剤を
介して前記円管の内壁に当接させる第１の拡径ステップと、
　を有し、
　前記第２の補修工程は、
　前記修理部材を第２の修理部材として準備する第２の修理部材準備ステップと、
　前記第２の修理部材の外面に接着剤を塗布する第２の接着剤塗布ステップと、
　前記第２の修理部材を前記円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する第２の縮
径ステップと、
　前記接着剤が塗布され縮径された前記第２の修理部材を、前記円管の内部に、前記第１
の修理部材の挿入方向後端に接する位置まで挿入する第２の挿入ステップと、
　前記第１の修理部材の前記後端に接する位置で前記第２の修理部材を拡径して、前記第
２の修理部材を、前記接着剤を介して前記円管の内壁に当接させる第２の拡径ステップと
、
　を有し、
　さらに、前記接着剤を硬化させて、前記第１、第２の修理部材を前記円管の内壁に固定
する接着剤硬化ステップを有する、方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２の修理部材準備ステップは、前記第１及び第２の修理部材の互いに接
する各々の端部に、互いに係合可能な係合部を形成することを含んでいる、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記第１の修理部材準備ステップは、前記第１の修理部材の前記第２の修理部材に接す
る端部または端部近傍に、前記第２の挿入ステップで前記第２の修理部材が前記第１の修
理部材の内側に入り込むことを防止する突起部を形成することを含んでいる、請求項２ま
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たは３に記載の方法。
【請求項５】
　前記接着剤硬化ステップは、前記修理部材に内蔵されたヒーター線に通電して前記修理
部材を加熱することを含む、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記接着剤硬化ステップは、前記修理部材の内側に高周波誘導加熱電源を挿入し、該高
周波誘導加熱電源に通電して前記修理部材を加熱することを含む、請求項１から４のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記修理部材は、拡径した形状に復元しようとする性質を備えた形状記憶合金を有して
いる、請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記修理部材の前記管への挿入は、径方向に膨張可能な保持部材で前記修理部材の内面
を保持しながら該修理部材を挿入することを含み、
　前記修理部材の拡径は、前記保持部材を膨張させて前記修理部材を前記円管の内壁に押
し付けることを含む、請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記保持部材の外面と前記修理部材の内面との間に、高粘性樹脂材料が挿入されている
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記修理部材は、前記円管の内部に存在する地下水と同程度の比重を有している、請求
項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は円管を内側から補修する方法に関し、特に、ガス坑井管や石油坑井管などの縦
坑の破損部を補修する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス坑井管や石油坑井管などの縦坑は一般に鋼管が使用されている。このため、長年の
使用により、管の側壁に腐食による穴があき、本来の機能を著しく阻害する場合がある。
【０００３】
　特許文献１には、膨張可能なゴムエレメントの外周に離型フィルムを介して水中硬化性
樹脂を形成し、補修個所でゴムエレメントを膨張させて水中硬化性樹脂を管の内壁に貼り
付ける方法が開示されている。ゴムエレメントは高圧ホースに懸架された状態で坑内に吊
降ろされ、高圧ガスによって膨張させられる。水中硬化性樹脂が貼り付けられ硬化すると
ゴムエレメントは上方に引き上げられる。
【０００４】
　特許文献２には、拡径状態と縮径状態とを取ることのできる環状補修部材を管内に挿入
して地下埋設管の補修を行う技術が開示されている。環状補修部材は、概ねＣ字型の断面
を有している。環状補修部材は、その周方向両端が連結体で拘束された縮径状態で管内に
吊降ろされ、補修個所を覆うように管内で回転させられ、その後連結体の拘束が解除され
て拡径状態となる。この結果、環状補修部材はその弾性力によって管の内壁に密着させら
れる。
【特許文献１】特開２００１－２０６５３号公報
【特許文献２】特開２００３－１１９８３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術では、ゴムエレメントの膨張によって水中硬化性樹脂が管の内
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壁に押し付けられる。しかし、いったんゴムエレメントが上方に引き上げられると、水中
硬化性樹脂を管の内壁に押し付ける外力は消失するため、水中硬化性樹脂が管の内壁に固
定されるまで、ゴムエレメントをそのままの状態で長期間保持する必要がある。このため
、施工効率の向上に限界がある。特に管壁の長い距離にわたって補修する場合、ゴムエレ
メントの長さの制限から、水中硬化性樹脂を数回に分けて順次管壁に固定する必要があり
、施工期間が長期化する。一例では、１０ｍ程度の長さに渡って補修する場合、ゴムエレ
メントの長さの制限から、１ｍ程度の長さに補修区間を分割する必要があり、各補修区間
の補修に３日程度を要していたため、のべ３０日程度を要していた。
【０００６】
　特許文献２に記載の技術では、環状補修部材を管内で回転させる必要があるため、その
分追加の工程が必要となり、また、位置合わせのためにカメラ等の視認手段を設ける必要
があり、設備自体も大掛かりなものとなる。次に、環状補修部材の円管の内壁への固定は
環状補修部材の弾性復元力のみに依存するため、管内の水流等による剥離力に対抗するた
めに大きな弾性復元力を必要とする。結果として、環状補修部材は高い剛性を有している
必要があり、環状補修部材の材料は同文献に記載の通り、ほぼ金属製に限定され、管内へ
の搬送手段も大掛かりなものとなる。しかも、環状補修部材の材料が補修対象の円管に直
接接触するため、補修対象の円管が金属製である場合に環状補修部材として不適切な金属
材料を選択すると、腐食電位の差によって、補修対象の円管または環状補修部材のいずれ
かが腐食しやすくなる。高い剛性を与えるために環状補修部材の肉厚を増加すれば、補修
後の円管の内径がその分減少し、円管の本来の機能に影響することも考えられる。さらに
、補修後も環状補修部材には弾性復元力に基づく曲げモーメントが常時作用し、クリープ
による塑性変形が進行して、復元力が消失または低下するおそれがある。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の課題に鑑みてなされ、円管の補修個所を、簡便な方法
で内側から確実に補修する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る、円管を内側から補修する方法は、長手方向に一端から他端
まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、円管の内周長と実質的に等しい外周長を
有する管状の修理部材を準備するステップと、修理部材の外面に接着剤を塗布するステッ
プと、修理部材を円管の内径よりも小さな外径となるように縮径するステップと、接着剤
が塗布され縮径された修理部材を、円管の内部に、補修位置まで挿入するステップと、補
修位置で修理部材を拡径して、修理部材を、接着剤を介して円管の内壁に当接させるステ
ップと、接着剤を硬化させて、修理部材を円管の内壁に固定する接着剤硬化ステップと、
を有している。
【０００９】
　本発明の他の一実施形態に係る、円管を内側から補修する方法は、第１の補修工程と、
第１の補修工程の後に行われる第２の補修工程と、を有している。第１の補修工程は、長
手方向に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、円管の内周長と実
質的に等しい外周長を有する管状の修理部材を第１の修理部材として準備する第１の修理
部材準備ステップと、第１の修理部材の外面に接着剤を塗布する第１の接着剤塗布ステッ
プと、第１の修理部材を円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する第１の縮径ス
テップと、接着剤が塗布され縮径された第１の修理部材を、円管の内部に、補修位置まで
挿入する第１の挿入ステップと、補修位置で第１の修理部材を拡径して、第１の修理部材
を、接着剤を介して円管の内壁に当接させる第１の拡径ステップと、を有している。第２
の補修工程は、修理部材を第２の修理部材として準備する第２の修理部材準備ステップと
、第２の修理部材の外面に接着剤を塗布する第２の接着剤塗布ステップと、第２の修理部
材を円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する第２の縮径ステップと、接着剤が
塗布され縮径された第２の修理部材を、円管の内部に、第１の修理部材の挿入方向後端に
接する位置まで挿入する第２の挿入ステップと、第１の修理部材の後端に接する位置で第
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２の修理部材を拡径して、第２の修理部材を、接着剤を介して円管の内壁に当接させる第
２の拡径ステップと、を有している。本方法はさらに、接着剤を硬化させて、第１、第２
の修理部材を円管の内壁に固定する接着剤硬化ステップを有している。
【００１０】
　このような補修方法によれば、修理部材の円管の内壁への固着は修理部材の弾性復元力
に基づく押し付け力がかかった状態で接着剤が固化することによって実現されるため、固
着性能は、接着剤単独または修理部材単独の固着力に依存する従来技術と比べて格段に改
善される。接着剤自体の接着力が当初より期待できるため、修理部材の弾性復元力はそれ
ほど大きなものである必要はなく、修理部材を補助的に管壁に押し付ける程度の大きさで
十分である。このため、薄肉の修理部材を用いることができ、管の機能への影響を最小限
にとどめることができるほか、修理部材のコストへの影響も抑えられ、材料の選択範囲も
拡大する。また、修理部材は管の内周長と実質的に等しい外周長を有しているので、管壁
に取り付けられた際にはスリットが実質的に閉じられ、管壁のほぼ全周が修理部材で覆わ
れる。このため、修理部材の管内の所定位置への挿入後に修理部材の回転角度の調整は不
要であり、補修時間の短縮にもつながる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明によれば、円管の補修個所を、簡便な方法で内側から確実
に補修する方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の、円管を内側から補修する方法の実施形態について詳
細に説明する。本発明は、ガス坑井管や石油坑井管などの、開口が地表面に露出し鉛直方
向に延びる縦坑に特に好適に適用できるが、開口が地表面に露出し、水平または斜めに直
線状に延びる円管についても同様に適用できる。また、本発明は、内部に地下水等の液体
が存在する円管にも好適に適用できる。
【００１３】
　［第１の実施形態］
　第１の実施形態は円管を１つの修理部材で補修する形態に関する。以下、図１のフロー
図を参照しながら、第１の実施形態について詳細に説明する。
【００１４】
　（ステップＳ１：修理部材準備ステップ）
　まず、補修対象の円管よりも５～３０ｍｍ程度小さい径の円筒あるいは円柱状の成形用
型を用意する。次に、その型に離型剤を塗布し、熱硬化性樹脂をマトリックスとして用い
た繊維強化プラスチックス（ＦＲＰ)を形成していく。具体的には、硬化剤を混入したビ
ニルエステル樹脂を塗布し、ただちにグラスファイバークロスを巻き付け、その上に同じ
樹脂を塗布して含浸させる。次いで、さらにグラスファイバークロスを巻き付け、再度同
じ樹脂を塗布して含浸させる。この作業を所定の膜厚になるまで繰り返した後、硬化する
まで放置する。硬化剤としては、例えば、メチルエチルケトンパーオキサイド（ＭＥＫＰ
Ｏ）が挙げられる。
【００１５】
　硬化したら成形体にカッターで線状に切り込みを入れて、成形体を、離型剤上を滑らせ
て型から抜く。切り込み部は成形用型の軸線に概ね平行に入れることが望ましい。その後
切り込みに沿ってスリットを形成するとともに、両端部を平坦に加工する。図２は、この
ようにして形成された修理部材１の斜視図を示している。修理部材１は概ね円筒形の形状
をなしており、長手方向Ｚに一端から他端まで延びるスリット２を備えている。修理部材
１の長手方向Ｚの両側端面３，４は平坦に成形されているが、本実施形態では必ずしも平
坦に成形されている必要はなく、型から抜いたままの状態でも構わない。
【００１６】
　修理部材１はビニルエステル樹脂で形成されているため、適度な弾性を有し、硬化後も
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容易に弾性変形する。このため、外力を加えることでスリット２を容易に閉じることがで
き、また外力を解放することで、いったん閉じたスリット２を容易に開くことができる。
しかもスリット２の開閉によっては容易に塑性変形せず、外力がない状態ではスリット２
は元の形状に復帰する。修理部材１はビニルエステル樹脂で形成されているため、施工後
の環境でも、物理的にも化学的にも劣化しにくい。
【００１７】
　修理部材１は、このような条件を備えている限り、ビニルエステル樹脂とグラスファイ
バークロスの組み合わせ以外のＦＲＰ材料で形成することもできる。マトリックスである
熱硬化性樹脂の例として、ビニルエステル樹脂の他に不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ
樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリウレア樹脂、フェノール樹脂、フラン樹脂、メチルメタク
リレート(Methyl Methacrylaye)樹脂（ＭＭＡ樹脂）等が挙げられる。繊維の例として、
グラスファイバーの他にカーボンファイバー、アラミドファイバー等が挙げられる。使用
目的に応じて、これらの材料の２種類あるいは３種類を層状に重ねた成型品を用いること
もできる。また、同一の修理部材を大量に製作する場合は、フィラメントワインディング
法で成形体を作って型抜きした後、所定の長さに切断し、上述のスリット加工及び端部加
工を行ってもよい。
【００１８】
　スリット２の幅Ｗは補修対象の円管の内周長または内径との関係で決定され、具体的に
は、修理部材１の外周長Ｌ１が補修対象の円管の内周長Ｄ×π（Ｄは補修対象の円管の内
径。図４（ｂ）参照）と実質的に等しくなるように決定される。修理部材１の肉厚は、ス
リット２を縮径して接着剤を塗布した状態で補修対象の円管に挿入可能であり、スリット
２が弾性復元力で開いたときに修理部材１が補修対象の円管の内壁に適度な押し付け力で
押し付けられるように決定される。
【００１９】
　（ステップＳ２：接着剤塗布ステップ）
　修理部材１の外面に接着剤（図示せず）を塗布する。接着剤としては水中で硬化する水
中接着剤が好ましく、例えば、ポリアミド硬化エポキシ樹脂及びポリアミン硬化エポキシ
樹脂が挙げられる。接着材は修理部材１の外面に直接塗布してもよいし、接着剤を含浸さ
せた不織布を修理部材１の外面に巻き付けてもよい。
【００２０】
　（ステップＳ３：縮径ステップ）
　図３に示すように、修理部材１を補修対象の円管の内径Ｄよりも小さな外径となるよう
に縮径する。縮径は修理部材１を巻きたたむように変形させることによって行い、縮径し
た修理部材１を、糸、テープ等の任意の手段（図示せず）を用いて、縮径した状態に仮止
めしておく。上述のように、修理部材１は容易に弾性変形するため、スリット２の幅Ｗを
適正に選択することによって、スリット２が完全に閉じられ、かつ修理部材１の周方向両
端部５，６が互いに重なり合うように変形させることができる。修理部材１の外径は重な
り幅Ｗ１を大きくすることによって縮小可能であり、次の修理部材挿入ステップＳ４で修
理部材１に塗布された接着剤が補修対象の円管の内壁に接触して、修理部材の挿入が阻害
されることのないよう、補修対象の円管の内径に対してある程度の余裕を持たせることが
望ましい。
【００２１】
　なお、本ステップでいう縮径時の修理部材１の「外径」とは、修理部材の長手方向Ｚと
直交する任意の平面において測定した修理部材１の外周の任意の２点間の直線距離のうち
最大となる値を意味する。例えば、後述する図４（ｄ）において符号ｄで示した直径が本
ステップでいう「外径」となる。換言すれば、修理部材１を補修対象の円管に挿入したと
きに、円管の内壁と修理部材１の外面との間にできる両側の間隙の和は、補修対象の円管
の内径Ｄから修理部材の「外径」を引いた値を下回ることはない。
【００２２】
　本ステップとステップＳ２（接着剤塗布ステップ）はいずれを先に行ってもよい。
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【００２３】
　（ステップＳ４：修理部材挿入ステップ）
　接着剤が塗布され縮径された修理部材を、円管の内部に、補修位置まで挿入する。図４
は、修理部材の円管内部への挿入・取り付け方法を示す概念図である。図４の（ｂ）、（
ｄ）、（ｆ）は各々、（ａ）、（ｃ）、（ｅ）のｂ－ｂ線、ｄ－ｄ線、ｆ－ｆ線に沿った
断面図である。まず、図４（ａ）に示すように、保持部材１１で修理部材１の内面を保持
する。保持部材１１は高圧ホース１２を介して、制御ユニット１３に設けられた高圧ガス
供給部（図示せず）に接続されている。保持部材１１は、高圧ガス供給部からの高圧ガス
（例えば、窒素ガス）がその内部に導入されることによって、径方向に膨張可能となって
いる。保持部材１１を径方向にわずかに膨張させることで、修理部材１は保持部材１１に
支持される。修理部材１の取り付け後に保持部材１１を引き上げやすくするため、保持部
材１１の外面にあらかじめ離型剤（図示せず）を塗布しておくこともできる。
【００２４】
　次に、図４（ｃ），（ｄ）に示すように、高圧ホース１２を介して修理部材１を補修対
象の円管１６の内部に、補修位置１７まで挿入する。なお、図４（ｃ）では図４（ａ）に
示した地上部の設備の図示は省略している。高圧ホース１２は保持部材１１を懸架する機
能も有しており、三脚１５で支持された幾つかの滑車１４ａ，１４ｂを介して、制御ユニ
ット１３に設けられた電動ウインチ等の駆動機構（図示せず）に接続されている。このた
め、駆動機構を作動させることによって、保持部材１１に支持された修理部材１を円管１
６の内部で昇降させることができる。
【００２５】
　補修位置１７はあらかじめカメラを円管１６に挿入して確認しておくことが好ましい。
あるいは、保持部材１１にカメラを装着して、オンラインで深さを確認しながら保持部材
１１に支持された修理部材１を補修位置１７の側方に位置させてもよい。この場合、保持
部材１１の下端部から下方に延びるアームにカメラを装着するなど、修理部材１によって
カメラの視野が妨げられないようにすることが望ましい。
【００２６】
　なお、修理部材１の昇降方法は上記の例に限定されず、高圧ホース１２とは別にワイヤ
等を修理部材１に直接取り付けて行ってもよい。
【００２７】
　（ステップＳ５：拡径ステップ）
　次に、図４（ｅ）、（ｆ）に示すように、補修位置１７で修理部材１を拡径して、修理
部材を、接着剤を介して円管１６の内壁に当接させる。具体的には、保持部材１１に高圧
ガス供給部からの高圧ガスをさらに供給して、保持部材１１をさらに膨張させる。これに
よって、修理部材１が拡径するとともに、円管１６の内壁に強く押し付けられ、接着材の
接着効果が高められる。仮止めに用いていた糸やテープはこの拡径作業の際に自動的に切
断されるが、切断されない場合は適宜の手段によって強制的に切断してもよい。
【００２８】
　修理部材１は、円管１６の内周長Ｄ×πと実質的に等しい外周長Ｌ１を有しているいの
で、縮径後は図４（ｆ）に示すように、スリット２が実質的に閉じられるとともに、修理
部材１の周方向両端部５，６の重なりも解消される。接着剤の厚みが無視できない程度に
大きいときは、接着剤の厚みを考慮して修理部材１の外周長Ｌ１を設定しておくことが好
ましい。修理部材１のこのような形状により、修理部材１を挿入する際の回転角（スリッ
ト２の角度位置）はなんら調整の必要がなく、修理部材１が補修位置１７に到達後、ただ
ちに本ステップを実行できる。
【００２９】
　（ステップＳ６：接着剤硬化ステップ）
　接着剤を自然硬化させて、修理部材１を円管１６の内壁に固定する。上述のように、修
理部材１はそれ自体の弾性復元力によって円管１６の内壁に押し付けられる。従って、接
着剤の硬化時間にもよるが、拡径ステップＳ５の終了後直ちに、または多少の時間経過後
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に保持部材１１を引き上げることができる。保持部材１１は、高圧ホース１２または保持
部材１１に設けたガスベント（図示せず）を開放するなど適宜の方法によって保持部材１
１内のガスを抜き、保持部材１１の外径を縮小させることで容易に引き抜くことができる
。保持部材１１の外面には離型フィルムが塗布されているので、接着剤が保持部材１１の
引き抜きを妨げることはなく、引き抜きの際のせん断力で接着剤を剥離させることもない
。以上のステップによって、本実施形態による円管の補修が完了する。
【００３０】
　［第２の実施形態］
　第２の実施形態は円管を修理部材の複数回の施工で補修する形態に関する。以下、図５
のフロー図を参照しながら、第１の実施形態について詳細に説明する。ここでは、２つの
修理部材で補修を行う形態を説明するが、修理部材の個数は限定されず、補修範囲に応じ
て３個以上の修理部材を用いて補修を行うことも可能である。また、以下のステップの一
部は、第１の実施形態におけるステップと同一であるため、詳細な説明は第１の実施形態
を参照されたい。
【００３１】
　＜第１の補修工程＞
　（ステップＳ１’：第１の修理部材準備ステップ）
　長手方向に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、管の内周長と
実質的に等しい外周長を有する管状の修理部材を第１の修理部材１ａとして準備する。こ
の工程は第１の実施形態における修理部材準備ステップＳ１と同一であるが、後述する第
２の修理部材１ｂと接する第１の修理部材１ａの長手方向端部に、第２の修理部材の長手
方向端部と係合可能な係合部を形成することが望ましい。図６は、このような係合部のい
くつかの例を示した斜視図である。図６（ａ）は、第１の修理部材１ａの端部３ａと第２
の修理部材１ｂの端部４ｂが斜めに形成されている例である。図６（ｂ）は、第１の修理
部材１ａの端部３ａと第２の修理部材１ｂの端部４ｂがステップ状に形成されている例で
ある。このような端面加工を行うことによって、第２の補修工程で、第２の修理部材１ｂ
の端部４ｂを第１の修理部材１ａの端部３ａに確実に当接密着させ、２つの修理部材１ａ
，１ｂの間に望ましくない空隙が生じることを防止できる。
【００３２】
　（ステップＳ２’：第１の接着剤塗布ステップ）
　第１の修理部材１ａの外面に接着剤を塗布する。この工程は第１の実施形態における接
着剤塗布ステップＳ２と同一である。
【００３３】
　（ステップＳ３’：第１の縮径ステップ）
　第１の修理部材１ａを円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する。この工程は
第１の実施形態における縮径ステップＳ３と同一である。ステップＳ２’とステップＳ３
’はどちらを先に行っても構わない。
【００３４】
　（ステップＳ４’：第１の修理部材挿入ステップ）
　接着剤が塗布され縮径された第１の修理部材１ａを、円管の内部に、補修位置１７’ま
で挿入する。この工程は第１の実施形態における修理部材挿入ステップＳ４と同一である
。
【００３５】
　（ステップＳ５’：第１の拡径ステップ）
　補修位置で第１の修理部材１ａを拡径して、第１の修理部材１ａを、接着剤を介して円
管の内壁に当接させる。この工程は第１の実施形態における拡径ステップＳ５と同一であ
る。
【００３６】
　＜第２の補修工程＞
　（ステップＳ１”：第２の修理部材準備ステップ）
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　修理部材を第２の修理部材１ｂとして準備する。この工程は第１の実施形態における修
理部材準備ステップＳ１と同一であるが、上述のように、第２の修理部材１ｂの端部４ｂ
に、図６に示したような係合部を設ける。第２の修理部材１ｂの長さは補修部位の範囲に
応じて、第１の修理部材１ａと異なっていても構わない。
【００３７】
　（ステップＳ２”：第２の接着剤塗布ステップ）
　第２の修理部材１ｂの外面に接着剤を塗布する。この工程は第１の実施形態における接
着剤塗布ステップＳ２と同一である。
【００３８】
　（ステップＳ３”：第２の縮径ステップ）
　第２の修理部材１ｂを円管の内径よりも小さな外径となるように縮径する。この工程は
第１の実施形態における縮径ステップＳ３と同一である。ステップＳ２”とステップＳ３
”はどちらを先に行っても構わない。
【００３９】
　（ステップＳ４”：第２の修理部材挿入ステップ）
　接着剤が塗布され縮径された第２の修理部材１ｂを、円管の内部に、第１の修理部材１
ａの挿入方向後端側の端部３ａに接する位置まで挿入する。この工程も第１の実施形態に
おける修理部材挿入ステップＳ４と同一である。第２の修理部材１ｂが第１の修理部材１
ａに接したかどうかの判定は、あらかじめ水中カメラで挿入深さを設定する、高圧ホース
１２の張力をモニターするなど、適宜の方法で行うことができる。図７（ａ），（ｂ）に
このときの状況を示す。
【００４０】
　（ステップＳ５”：第２の拡径ステップ）
　第１の修理部材１ａの後端側の端部３ａに接する位置で第２の修理部材１ｂを拡径して
、第２の修理部材１ｂを、接着剤を介して円管１６’の内壁に当接させる。この工程は第
１の実施形態における拡径ステップＳ５と同一である。第１の修理部材１ａの端部３ａと
第２の修理部材１ｂの端部４ｂには上述した係合部が形成されているので、第２の修理部
材１ｂを拡径することによって、第１の修理部材１ａと第２の修理部材１ｂは連続して円
管１６’の内壁に貼り付けられる。
【００４１】
　＜接着剤硬化ステップＳ６”＞
　さらに、接着剤を硬化させて、第１、第２の修理部材１ａ，１ｂを円管１６’の内壁に
固定する。この工程は第１の実施形態における接着剤硬化ステップＳ６と同一である。以
上のステップによって、本実施形態による円管の補修が完了する。接着剤硬化ステップは
第１の修理部材１ａと第２の修理部材１ｂとで同時に行うことが合理的だが、別々に（す
なわち、第１の補修工程の最終ステップとして第１の修理部材１ａの硬化ステップを）行
っても構わない。
【００４２】
　以上、本発明の２つの実施形態について説明したが、本発明は、以上の実施形態に限定
されず、様々な変形が可能である。
【００４３】
　例えば、接着剤硬化ステップは、修理部材に内蔵されたヒーター線に通電して修理部材
を加熱することを含んでいてもよい。ヒーター線は例えばグラスファイバーを埋め込むと
きに同時に埋設することができる。修理部材を加熱することで、修理部材の熱硬化性樹脂
の硬化が促進され、より迅速な施工が可能となる。
【００４４】
　接着剤硬化ステップは、修理部材の内側に高周波誘導加熱電源を挿入し、高周波誘導加
熱電源に通電して修理部材を加熱することを含んでいてもよい。例えば、第１の実施形態
において、拡径ステップＳ５が終了し保持部材１１を引き抜いた後の空間に地上部から高
周波誘導加熱電源を吊降ろし、通電する。この方法によれば、水中であっても硬化途中の
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修理部材を有効に加熱して、修理部材の熱硬化性樹脂の硬化を促進させることができる。
【００４５】
　修理部材は、拡径した形状に復元しようとする性質を備えた形状記憶合金を有していて
もよい。例えば、ワイヤ状の形状記憶合金をグラスファイバーとともに埋め込むことがで
きる。
【００４６】
　また、図８に示すように、第２の実施形態では、第１の修理部材準備ステップＳ１’に
おいて、第１の修理部１ａの端部３ａまたはその近傍に突起部を形成してもよい。図８（
ａ）は係合部が形成された端部の近傍に形成された突起部を示す斜視図、図８（ｂ）は、
図８（ａ）のｂ－ｂ線に沿った断面図である。複数の突起部２１が係合部の直下に設けら
れている。図８（ｃ）は平坦な端部に形成された突起部を示す斜視図、図８（ｄ）は、図
８（ｃ）のｄ－ｄ線に沿った断面図である。複数の突起部２２が平坦な端部から径方向内
側に延びている。これらの突起部２１，２２は、第２の修理部材挿入ステップＳ４”で第
２の修理部材１ｂが第１の修理部材１ａの内側に入り込むことを防止し、それによって、
第１、第２の修理部材１ａ，１ｂが密接して管壁に形成されることを容易とする。
【００４７】
　本実施形態では修理部材の保持と、修理部材の管壁への押し付けのため保持部材を用い
たが、上述したように、修理部材はそれ自体の弾性復元力によって管壁に押し付けられる
ので、保持部材を用いない実施形態も可能である。
【００４８】
　さらに、吊下ろし中に修理部材が保持部材から脱落し、あるいは保持部材に対して位置
ずれを起さないように、修理部材の内壁と保持部材の外壁との間に粘性の高い樹脂を挿入
することも可能である。例えば、第１の実施形態に適用する場合には、ステップＳ３の最
初に、図９に示すように、保持部材１１の外面にポリエチレンビニール１８を被覆し、そ
の上からエポキシ樹脂とセピオライトとを充分に混練して形成された高粘性樹脂材料１９
を塗布する。そして修理部材１を一旦開き、その状態で高粘性樹脂材料１９の上から修理
部材１を巻きつけ、その後修理部材１を縮径する。このようにすることで、修理部材１は
、高粘性樹脂材料１９のせん断抵抗力（図中矢印Ｙ）によって上下方向に保持され、保持
部材１１に対する当初の設定位置からずれにくくなる。ポリエチレンビニール１８は高粘
性樹脂材料１９と接着しないため、保持部材１１を引き上げるときは、ポリエチレンビニ
ール１８が離型フィルムの機能を果たす。以上述べた方法は第２の実施形態にも同様に適
用することができる。
【００４９】
　さらに、修理部材自体を縦坑（円管）内の地下水と同じ比重で作成することも望ましい
。修理部材の比重と地下水の比重とを概略合わせることによって、修理部材の自重が浮力
によって相殺される。このため上下方向に作用する不要な外力を抑えることができ、吊下
ろし中の修理部材１の保持部材１１に対する位置ずれや脱落を防止できる。また、本実施
形態では、修理部材１が縦坑（円管）内の当初の設定位置からずれにくくなるという効果
も期待できる。地下水の比重は一般的には１であるが、地下水の性状に合わせて適切な比
重の修理部材を用いることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】第１の実施形態を示すフロー図である。
【図２】スリットが形成された拡径時の修理部材の斜視図である。
【図３】縮径時の状態を示す、図２に示す修理部材の斜視図である。
【図４】第１の実施形態における修理部材の円管内部への挿入・取り付け方法を示す概念
図である。
【図５】第２の実施形態を示すフロー図である。
【図６】係合部のいくつかの例を示した斜視図である。
【図７】第２の実施形態における修理部材の円管内部への挿入・取り付け方法を示す概念
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図である。
【図８】第１の修理部の端部またはその近傍に形成された突起部の概念図である。
【図９】他の変形例を示す修理部材と保持部材の断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１，１ａ，１ｂ　修理部材
　２　スリット
　３ａ　第１の修理部材の端部
　４ｂ　第２の修理部材の端部
　１１　保持部材
　１２　高圧ホース
　１３　制御ユニット
　１６，１６’　補修対象の円管
　１７，１７’　補修位置
　Ｄ　補修対象の円管の内径
　Ｌ１　修理部材の外周長

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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