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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設管の内側に樹脂製の更生管を設置することにより補修された管路の止水方法であっ
て、
　前記更生管の内側から前記更生管の一部の内周面を押圧することにより前記更生管を拡
径する更生管拡径工程を含み、
　前記更生管拡径工程は、
　前記更生管の内周面を周方向ほぼ全域に亘って押圧可能な剛性を有する環状部材を前記
更生管内に導入し、該環状部材を拡径させることにより前記更生管の一部の内周面を押圧
することにより行い、
　前記環状部材は、
　剛性を有する板状体を環状に形成してなり、前記板状体の対向する端部には、該端部間
を離間させ且つその状態で固定する固定部材が設けられ、
　前記更生管拡径工程は、
　前記環状部材の外周面が前記更生管の内周面と対向するように前記環状部材を配置し、
前記固定部材により前記端部間を離間させることにより前記環状部材の外周面で前記更生
管を外方へ押圧することにより行うことを特徴とする止水方法。
【請求項２】
　前記更生管拡径工程の前に又は同時に、前記更生管を押圧する箇所を加熱する加熱工程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の止水方法。
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【請求項３】
　前記更生管の一部は、前記既設管及び更生管が接続しているマンホールの近傍箇所であ
ることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記更生管拡径工程の前に、前記更生管に厚さ方向の貫通孔を形成して、前記既設管と
前記更生管との間に前記貫通孔を介して充填剤を注入する充填剤注入工程を含み、
　前記充填剤が注入された領域において、前記環状部材により前記更生管を拡径すること
を特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の止水方法。
【請求項５】
　既設管の内側に樹脂製の更生管を設置することにより補修された管路の止水方法であっ
て、
　前記更生管に厚さ方向の貫通孔を形成し、前記既設管と前記更生管との間に前記貫通孔
を介して充填剤を注入する充填剤注入工程と、
　前記充填剤が注入された領域において、前記更生管の内周面を周方向ほぼ全域に亘って
押圧可能な剛性を有する環状部材により、前記更生管の内側から前記更生管の内周面を押
圧することにより前記更生管の一部を周方向ほぼ全域に亘って拡径する更生管拡径工程と
、を含むことを特徴とする止水方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設管の内側に更生管を設置することにより補修を行った後に生じ得る、地
下水や土砂の管路内への流入を阻止するための止水方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下水管等の管路は長年の使用により劣化し、その耐用年数は一般に約５０年とされてい
るため、耐用年数を超えた下水管は年々増加している。老朽化した下水管は変形や亀裂等
が生じており、下水の流下機能が低下するだけでなく、下水管周囲の地下水や土砂が下水
管内に流入することによって地中に空洞が生じることから地面陥没の原因にもなっている
。また、地中に埋設される下水管は地震等の地盤変動による影響を受けやすいことから、
所定の時期に何らかの補修が必要となるのが現状である。
【０００３】
　下水管等の管路の補修方法としては、下水管内に樹脂製の更生管を形成するいわゆるラ
イニングと呼ばれる方法がある（特許文献１）。ライニングをすることにより下水管の内
面が更生管で被覆されるので、地下水や土砂が管路内に流入するのを防止することができ
る。更生管を形成するためのライニング材としては、熱可塑性樹脂製のライニング材や、
光硬化性又は熱硬化性のライニング材が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２２５９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ライニング材を硬化させて形成される更生管は硬化時に若干の収縮が生
じるため、既設管と更生管との間に微小な隙間が生じる場合がある。このような隙間が存
在すると、既設管の亀裂や破損箇所等からその隙間に地下水や土砂が流入し、管延在方向
に沿って流れ、最終的に管と接続されたマンホール内に流入するため、地中に空洞が形成
する原因となる。
【０００６】
　また、更生管は硬化時だけでなく、設置後に長期に亘って経時的に収縮する場合や、経
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年劣化や地盤変動により既設管や更生管に変形が生じる場合があり、これにより既設管と
更生管との隙間が更に拡大するという問題もある。さらに、海岸近くに設置された下水道
では、海水が管路内に流入して硫化水素等の有害物質を発生させる場合があり、既設管・
更生管の腐食が促進する結果を招いている。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、既設管と更生管との間の隙間を介して地下水や土砂が管
路内へ流入するのを防止することができる止水方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の管路の止水方法は、
　既設管の内側に樹脂製の更生管を設置することにより補修された管路の止水方法であっ
て、前記更生管の内側から前記更生管の一部の内周面を押圧することにより前記更生管を
拡径する更生管拡径工程を含み、前記更生管拡径工程は、前記更生管の内周面を周方向ほ
ぼ全域に亘って押圧可能な剛性を有する環状部材を前記更生管内に導入し、該環状部材を
拡径させることにより前記更生管の一部の内周面を押圧することにより行い、前記環状部
材は、剛性を有する板状体を環状に形成してなり、前記板状体の対向する端部には、該端
部間を離間させ且つその状態で固定する固定部材が設けられ、前記更生管拡径工程は、前
記環状部材の外周面が前記更生管の内周面と対向するように前記環状部材を配置し、前記
固定部材により前記端部間を離間させることにより前記環状部材の外周面で前記更生管を
外方へ押圧することにより行うことを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、亀裂や破損箇所等を介して地下水や土砂が既設管と更生管との間に
流入したとしても、更生管を拡径することにより隙間が塞がれた箇所において、地下水や
土砂の流入が堰き止められるので、結果としてそれ以上の地下水や土砂の流入を阻止する
ことが可能となる。また、更生管が拡径された箇所においては、更生管が収縮しようとす
る力に対して押し広げようとする作用が働くため、更生管の経時的な収縮を防止し、隙間
の拡大を防ぐことができる。また、この止水方法によれば、剛性を有する環状部材により
機械的に樹脂製の更生管の径を強制的に拡大させることができるので、既設管と更生管と
の間の隙間を効率的な作業で塞ぐことができる。また、この止水方法によれば、固定部材
により板状体の端部間を拡げるという簡易な作業で更生管を拡径することができる。
【００１４】
　請求項２に記載の止水方法は、
　前記更生管拡径工程の前に又は同時に、前記更生管を押圧する箇所を加熱する加熱工程
を含むことを特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、事前に更生管を加熱することにより軟化させて拡径し易い状態とし
ておくことで、更生管の拡径する作業が容易になる。また、更生管と既設管との密着性が
増すので隙間を確実に塞ぐことが可能となる。
【００１６】
　請求項３に記載の止水方法は、
　前記更生管の一部は、前記既設管及び更生管と接続しているマンホールの近傍箇所であ
ることを特徴とする。
【００１７】
　この構成によれば、既設管拡径後に既設管に新たな亀裂や破損が生じたとしても、結局
マンホール近傍の隙間が塞がれた箇所で堰き止められることになるので、結果としてそれ
以上の流入を阻止することが可能となる。
【００１８】
　請求項４に記載の止水方法は、
　前記更生管拡径工程の前に、前記更生管に厚さ方向の貫通孔を形成して、前記既設管と
前記更生管との間に前記貫通孔を介して充填剤を注入する充填剤注入工程を含み、前記充



(4) JP 6426904 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

填剤が注入された領域において、前記環状部材により前記更生管を拡径することを特徴と
する。
　また、請求項５に記載の止水方法は、
　既設管の内側に樹脂製の更生管を設置することにより補修された管路の止水方法であっ
て、前記更生管に厚さ方向の貫通孔を形成し、前記既設管と前記更生管との間に前記貫通
孔を介して充填剤を注入する充填剤注入工程と、前記充填剤が注入された領域において、
前記更生管の内周面を周方向ほぼ全域に亘って押圧可能な剛性を有する環状部材により、
前記更生管の内側から前記更生管の内周面を押圧することにより前記更生管の一部を周方
向ほぼ全域に亘って拡径する更生管拡径工程と、を含むことを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、既設管や更生管の損傷が激しい場合や隙間が大きい場合に、更生管
をただ単に拡径するだけでは隙間を止水性が出るほど小さくすることができない場合であ
っても、充填剤が隙間に充満させることで、確実に隙間を塞ぐことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の止水方法によれば、更生管を内側から押し拡げてその径を拡大させることによ
り、既設管と更生管との間の隙間が塞がれるので、地下水や土砂の流入を遮断することが
できる。したがって、管路補修後における管路の流水機能低下や地中における空洞形成を
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の止水方法の対象となる管路の例を示す概略図である。
【図２】（Ａ）は環状部材の拡径前の状態を示す斜視図であり、（Ｂ）は拡径状態の斜視
図である。
【図３】環状部材の拡径作業を示す説明図である。
【図４】環状部材の他の例を示す説明図である。
【図５】更生管を拡径した状態を示す概略断面図である。
【図６】隙間に充填剤を注入した状態を示す概略断面図である。
【図７】充填剤注入後に更生管を拡径した状態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図１は、本発明の止水方法を行う前の
状態の管路を示す一部断面図である。図示のように、マンホール１０８と接続された既設
管１００の内側に更生管１０２が設置されることにより既設管１００が補修されている。
既設管１００と更生管１０２との間には、更生管１０２形成時の硬化収縮や形成後の経時
的収縮、あるいは更生管１０２設置後の地盤変動等により、隙間１０４が生じている。
【００２３】
　このような隙間１０４が生じると、既設管１００に生じている亀裂１０６を介して既設
管１００の外から地下水や土砂が隙間１０４に流入する。隙間１０４に流入した地下水や
土砂は既設管１００の延在方向に向かって流れ、最終的に既設管１００と接続しているマ
ンホール１０８内に流入する。本発明はこの地下水や土砂の流入を阻止するためのもので
ある。なお、本図は要部を強調して示している。
【００２４】
　図２（Ａ）は本発明の止水方法に用いる環状部材の拡径前の状態を示す斜視図であり、
図２（Ｂ）は拡径した状態を示す斜視図である。図示のように、環状部材１０は、１枚の
板状体を環状に曲げることにより形成された環状部１２と、環状部１２の対向する両端部
に設けられた一対の固定部材１４－１，１４－２を有する。固定部材１４－１、１４－２
は略台形状の部材であり、拡径状態においてそれぞれの斜脚部１４－１Ａ、１４－２Ａが
互いに接触対向するように設けられている。
【００２５】
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　環状部１２の内周面の固定部材１４－１、１４－２近傍には、後述する拡径作業で必要
となるアングル材形状の拡径治具１５がそれぞれ設けられている。また、環状部１２の外
側面の幅方向中央部には周方向に延在するリブ部１２Ａが設けられている。リブ部１２Ａ
は外側に突出させて形成されており、環状部１２を補強する役割を有する。環状部１２の
材質としては、ステンレス等の金属等の剛性を有する材料を例示することができる。
【００２６】
　図２（Ａ）に示されているように、更生管１０２内に導入する前の環状部材１０は、完
全な環状ではなく、固定部材１４－１が内側、固定部材１４－２が外側に重ねられた縮径
状態にあり、更生管１０２（図１）内に難なく導入することができるようになっている。
【００２７】
　環状部材１０を用いて図１で示した更生管１０２の一部の内周面を押圧するには、まず
、既設管１００内に環状部材１０を図２（Ａ）で示した拡径前の状態で導入し、次いで環
状部材１０を図２（Ｂ）の拡径状態とすることにより行う。
【００２８】
　環状部材１０の拡径作業を図３により説明する。図示のように、アングル材形状の拡径
治具１５は、その一方の板部１５ａが環状部１２に固定されている。そして、２つの拡径
治具１５の互いに向き合う他方の板部１５ｂ間に拡径用ジャッキ５０がセットされる。拡
径用ジャッキ５０は、拡径治具１５の板部１５ａの間に介在される一対の爪部５１と、こ
れらの爪部５１を油圧の供給によって互いに離反する方向に移動させるシリンダ部５２を
有している。
【００２９】
　この拡径用ジャッキ５０をその近傍位置で油圧供給装置Ｐを駆動することによって、拡
径治具１５を互いに離反する方向に付勢する。これにより、固定部材１４－１、１４－２
を環状部材１０の周方向に離間する方向に移動させ、固定部材１４－１、１４－２の斜脚
部１４－１Ａ、１４－２Ａを互いに対向させて噛み合わせることにより固定する。噛み合
わせた後に位置ずれすることがないよう、斜脚部１４－１Ａ、１４－２Ａは段状形状とな
っている。
【００３０】
　以上の作業により、環状部材１０が拡径し、この拡径状態で環状部材１０が固定される
。この拡径状態の環状部材１０の外径は更生管１０２（図１参照）の内径よりも大きくな
るように形成される。拡径作業後、拡径治具１５は取り外してもよい。
【００３１】
　更生管を拡径する手法はこれに限られず、例えば、上述した拡径治具１５の代わりに、
環状部１２の固定部材１４－１、１４－２の近傍に孔部をそれぞれ設け、その孔部に上記
拡径用ジャッキ５０の爪部５１を入れて拡径作業を行う構成としてもよい。この場合、孔
部は周方向に複数設けるとともに、拡径用ジャッキ５０の爪部５１も孔部の数に対応する
数設けた構成としてもよい。これにより、環状部１２の特定箇所に局所的に拡径用ジャッ
キによる負担がかかることが防止される。
【００３２】
　図４は更生管の拡径に使用する環状部材の他の例を示す斜視図である。図示のように、
この環状部材６０は、図２で示した環状部材１０の環状部１２と同じ環状部６２を有し、
環状部６２の両端に固定部材６４－１、６４－２がそれぞれ設けられている。固定部材６
４－１、６４－２には、それぞれ２つの孔部６６が幅方向に並んで形成されている。
【００３３】
　図示されている状態では、固定部材６４－１の斜脚部６４－１Ａのうち一方側の端部（
右側端部）のみと固定部材６４－２の斜脚部６４－２Ａのうち他方側の端部（左側端部）
のみが互いに噛み合わせられており、環状部材５０全体の形状は完全な環状ではなく、若
干歪んだ縮径状態にある。
【００３４】
　更生管を拡径するには、この縮径状態で環状部材６０を更生管内に導入し、次いで、固
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定部材６４－１、６４－２を環状部材６２の幅方向であって互いに近づく方向（矢印方向
）に移動させる。これにより、環状部材６０の径を拡大させ、更生管の内側から更生管を
押圧することにより更生管を外側へ押し拡げることにより更生管が拡径される。斜脚部６
４－１Ａ、６４－２Ａは鋸刃状となっているので、矢印方向に移動させた後、逆方向に戻
ることが防止される。固定部材６４－１、６４－２の矢印方向への移動は、例えば孔部６
６にジャッキ等を設置して行えばよい。
【００３５】
　図５は環状部材１０により更生管１０２が内側から押圧された状態を示す概略断面図で
ある。環状部材１０を図２（Ａ）の縮径状態で、環状部材１０の外周面が更生管１０２の
内周面と対向するように更生管１０２内に導入・配置した後、環状部材１０を上述したよ
うに拡径して更生管拡径工程を行うことにより、環状部材１０の外周面と接触する更生管
１０２の一部の内周面の周方向全域が外方に押圧される。更生管１０２は樹脂製であり、
コンクリート管等の剛性の管と比較して柔らかいので、更生管１０２は環状部材１０によ
り押し拡げられ、既設管１００と更生管１０２の隙間１０４が部分的に塞がれる。
【００３６】
　隙間１０４が塞がれることにより、既設管１００の亀裂１０６を介して地下水や土砂が
既設管１００と更生管１０２との間に流入したとしても、隙間１０６が塞がれた箇所にお
いて地下水や土砂の流入が堰き止められるので、それ以上の地下水や土砂の流入を阻止す
ることができる。また、環状部材１０により更生管１０２が押し拡げられた状態で維持さ
れることにより、設置後において更生管１０２が経時的に収縮することを防止することが
できる。
【００３７】
　なお、図示のように、環状部材１０は更生管１０２内のマンホール１０８に近い箇所に
設置することが適切である。環状部材１０の設置後に既設管１００に亀裂や破損が生じた
としても、結局マンホール１０８近傍の環状部材１２で隙間が塞がれた箇所で堰き止めら
れることになり、結果としてそれ以上の流入を阻止することができるからである。また、
マンホール１０８から近傍箇所であれば、作業者がマンホール１０８内から手の届く範囲
で作業行うことが可能である。
【００３８】
　上述したように本発明において更生管１０２は樹脂製のものである。樹脂製の更生管と
しては、例えば、熱可塑性樹脂製の更生管や、光硬化性樹脂組成物や熱硬化性組成物が硬
化されて形成された更生管等があるが何れでもよい。このような更生管は、従来から行わ
れているライニング工法により設置された更生管や、既製の所定長さの更生管単位体を複
数個連続して導入・連結することにより設置された更生管等である。
【００３９】
　本発明では、更生管拡径工程の前又は同時に、更生管を加熱する加熱工程を行うことも
好適である。加熱することにより更生管が軟化して拡径しやすくなるとともに、更生管と
既設管との密着性が増し、隙間を確実に塞ぐことができる。
【００４０】
　加熱はどのような手法を用いてもよい。例えば、ガスバーナー等の加熱装置で拡径箇所
を加熱する方法、熱風や熱水を拡径箇所に吹き付ける方法、更生管内にリング状等のヒー
タを配置し所定時間稼働させて加熱する方法等が挙げられる。加熱工程は、熱により軟化
し易い熱可塑性樹脂製の更生管の場合に行うことが有利である。熱可塑性樹脂製の更生管
の材質としては、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン等が挙げられる。
【００４１】
　図６は、本発明の止水方法において、更生管拡径工程の前に必要に応じて行われる充填
剤注入工程を説明するための概略断面図である。図示のように、更生管１０２の厚さ方向
に貫通孔１６が複数形成され、その貫通孔１６を介して隙間１０４に充填剤２０が注入さ
れている。貫通孔１６は環状部材１０を設置する箇所に周方向に間隔を開けて複数個形成
される。貫通孔１６はドリル等を使用して形成したものでもよいし、更生管１０２の劣化
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等により自然に形成した孔でもよい。
【００４２】
　充填剤２０としては、経時的に硬化する材料が好ましく、例えばウレタンやセメントミ
ルクを使用することができる。そして、充填剤２０を注入した後、図７に示されているよ
うに、上記と同様の環状部材１０を設置して更生管１０２を拡径する。
【００４３】
　このように、環状部材１０を設置する前に隙間１０４に充填剤２０を注入することによ
り、隙間１０４を確実に塞ぐことが可能となる。特に、既設管１００や更生管１０２の損
傷が激しい場合や隙間１０４が大きい場合に、更生管１０２をただ単に拡径するだけでは
、隙間１０４を止水性が出るほど小さくすることができない場合に有利である。
【００４４】
　本発明は上記各実施の形態の構成に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種
々の変形が可能である。本発明では、図２や図４に示した環状部材１０、６０を用いて更
生管を拡径する拡径する例を示したが、本発明では、更生管を拡径することができればど
のような手法を用いてもよい。
【符号の説明】
【００４５】
１０　環状部材
１２　環状部
１４－１、１４－２　固定部材
１５　拡径治具
１６　貫通孔
２０　充填剤
６０　環状部材
６２　環状部
６４－１、６４－２　固定部材
６６　孔部
１００　既設管
１０２　更生管
１０４　隙間
１０６　亀裂
１０８　マンホール
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