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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状に配置された少なくとも一つの樹脂含浸繊維帯状材料（７）と、少なくとも一つの
繊維帯状材料（７）上に配置された補強管状フィルム（１１）とから成る、少なくとも一
つの層を有する下水路修理用のライニングを製作する管状ライナーにおいて、
　補強管状フィルム（１１）を形成するために、使用したプラスチックフィルム（８）が
、樹脂含浸繊維帯状材料（７）に面した側部に、プラスチックフィルムの上記側部を積層
するフリース層（１３）の形の補強材を備え、
　補強管状フィルム（１１）が、少なくとも一つのプラスチックフィルムから成る付加的
外部管状フィルムによって包囲され、
　フリース層（１３）が、ポリエステルフリース又はガラスフリースから成ること、
を特徴とする管状ライナー。
【請求項２】
　プラスチックフィルム（８）が、ポリエステルフィルムであることを特徴とする請求項
１に記載の管状ライナー。
【請求項３】
　プラスチックフィルム（８）が、樹脂含浸繊維帯状材料とは逆の側部に、拡散隔壁とし
て形成された層を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の管状ライナー。
【請求項４】
　プラスチックフィルム（８）が、拡散隔壁として好ましくはＰＡから成る層を備えた複
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合フィルムであることを特徴とする請求項３に記載の管状ライナー。
【請求項５】
　　請求項１～４のいずれか一項に記載の少なくとも一つの層を有する下水路修理用のラ
イニングを製作する管状ライナーを製造する製造方法において、
　補強管状フィルム（１１）を製造するためのプラスチックフィルム（８）において、少
なくとも樹脂含浸繊維帯材料（７）に面する側部に、前記プラスチックフィルム（８）の
前記側部に積層させてフリース層（１３）を設け、前記フリース層（１３）を、管状に配
置された少なくとも一つの樹脂含浸繊維帯状材料（７）から成る管本体上に巻き付けるこ
とを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、下水施設を修理する作業のため、管状ライナーを製造するライニング管に関す
るものであり、ライニング管は管状に配置され、樹脂含浸繊維帯状材料から成る少なくと
も一つの層と、少なくとも一つの帯状材料に配置された管状フィルムから成る。
【０００２】
（背景技術）
その様なライニング管（ライナー）並びにその製造方法は、ドイツ国特許発明明細書DE 4
326503 C2により知られている。そこでは、フィルムの帯状材料から成る内部管状フィル
ムを、巻き取りスピンドルに巻きつけており、順に樹脂含浸繊維帯状材料に巻かれる。帯
状材料の数は次の管状ライナーの強度及び厚さを決定し、独自の方法で使用の場合により
適切な状態にできる。
【０００３】
また押し出し成形された内部管を使用し、それに帯状材料を巻きつけるということも可能
である。また、帯状材料の外側に、外部管状フィルムが配置され、その外部管状フィルム
は、一方で管状ライナーの運用に関してより優れているとされており、他方で修理にする
ことが必要な下水パイプに入れる際に、鹸化に対しまだ硬化していない樹脂を保護すると
されている。そのため、管状ライナーが樹脂を含浸した繊維材料に充分に結合し、下水管
に入れる際に、例えば突き出た縁、根元部分などによる多くの負荷を受ける。
【０００４】
管状ライナーは、使い古した下水管に入れられ、圧力媒体によって下水管の内壁に付けら
れて、最終的に樹脂を含浸した繊維材料を硬化させる。硬化は、使用される樹脂の種類に
応じて、異なる媒体を使うことによって生じる。好ましくは、今の所、紫外線硬化を利用
している。
【０００５】
更なる問題は、破損箇所が原因で、下水管または例えば屋内配管の範囲で下水管内の壁を
修復する際に、管状ライナーを圧力媒体によって十分に支えられないことである。従って
管状ライナーの内壁を充分に安定させなければならない。そのために、その箇所に過剰な
膨らみと損傷を生じさせるないようにする。これまで、充分な安定性を得るため、帯状材
料が常に充分な厚さで、巻き付けられていた。
【０００６】
ここでの本発明の課題は、従来から既知の技術である管状ライナーに、更に新たな強度特
性をもたらすことである。
【０００７】
（発明の開示）
その課題は、本発明により、管状フィルムを形成するため使用する合成物質が、樹脂含浸
繊維帯状材料の側部を積層するフリース層の形の補強材を備えることにより解決される。
【０００８】
従って、フリース層が、積層工程によって、プラスチックフィルムの表面に部分的に溶か
し込まれ、層に同じような伸張反応が生じる。それによって、巻き取られた管状フィルム
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に、付加的な安定性を与え、管状ライナーの膨張過程において、下水管部分に付加的なア
バットメントが造られ、それにより箇所または屋内配管部分を補助して克服する。それに
よって、多くの均一なライナーが製造され、管を修復する際に全範囲にわたって均一な弾
力的膨張が生じる。更にプラスチックフィルム及びフリース層から成る接続材料を有する
ことも利点であり、樹脂との良好に接続しないプラスチックフィルムを、帯状材料と良好
に結合させる。樹脂はフリース層を介して、非常に密接且つ堅い接続を行うことができ、
その接続により特に下水管に入れる過程において、フィルムのずれを相当なくす。それに
より、樹脂含浸繊維材料が、外部に配置したプラスチック材料によって、常に充分覆われ
、下水管部分にある残留水と接触できないようになる。更にラミネートを良好に圧縮する
ことによって、機械的な固有値に関連する良好な品質と、硬化した管状ライナーの均一な
壁の強度を達成する。
【０００９】
試みとして、好ましくはポリエステル物質から成るフリース層を造ることができることは
明らかである。その物質から、積層工程を行いやすい、非常に良質で薄いフリースが製造
される。
【００１０】
更にまた、少なくとも一つのプラスチック材料から成る外部管状フィルムによって、補強
管状フィルムを囲むことが可能である。その様な実施形態は、各管状フィルムに特定の特
性をもたらすことが可能である。補強管状フィルムに利用されるプラスチック材料は、対
応する強度特性を有し、それに対して外部管状フィルムに利用されるプラスチックフィル
ムは同じく、例えば光を通さない、また樹脂を通さないなど、有利な特性を有することが
できる。外部管状フィルムは、巻かれるか、縦方向に縁部に沿って接続された一つ以上の
プラスチックフィルムによって、造られる。勿論それらの特性も、単に補強管状フィルム
のプラスチックフィルムにより、もたらされる。補強外部管状フィルムを利用することに
よって、また補強管状フィルムの密度をそんなに必要としないことは利点である。特にフ
リース層を、その前面にかけて積層するのに充分平らなフィルムを利用することができる
。
【００１１】
プラスチック材料として、ポリエチレンフィルムを使用することができ、積層工程に関し
て必要な特性も、任意の接続の利点も、それによってもたらされる。また、外部管状フィ
ルムに関して、それらは有利な材料である。
【００１２】
フリース層は、通常、望ましい特性を得るため非常に薄く形成されており、その様に処理
されたフィルムは更に手で扱うのに比較的軽く、帯状材料上に容易に巻くことができる。
好ましくは、フリース層がその厚さを10～250μｍ、更には60μｍにすることができる。
【００１３】
ここで一実施形態に関して、フリース層の重量を10～300g/m２、好ましくは30g/m２とす
ることができる。またこれによって、フリースが比較的軽量にも関わらず、またそのフリ
ースが望ましい有利な目的を充分に達成することは明らかである。
【００１４】
またプラスチック材料を、樹脂含浸繊維帯状材料の側の側面に、拡散隔壁として形成され
た層を備えることが可能である。安全性と環境基準から、どの場合でも、活性樹脂成分が
土中に入っていかないように防止すれば利点となる。幾つかの好ましい価格のプラスチッ
クフィルムは、樹脂製材料に関して充分な拡散隔壁がなく、更なる層が必要である。
【００１５】
ここでのプラスチック材料は、拡散隔壁として好ましくはポリアミド（PA）の層を具備し
た接続フィルムである。その様な接続フィルムは、例えば共有押し出し成形によって非常
に簡単に形成される。例えばポリエチレンとポリアラミドを共有押し出し成形は、技術的
に実施が非常に良好である。ポリエチレンフィルムにPA層が付着する場合、付着に関する
問題はない。
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【００１６】
更に、プラスチックフィルムの縁領域は、フリースによって積層することができないので
、管状フィルムを形成するために縁領域は、少なくとも一つのプラスチック材料を溶着で
つなぎ合わせる。
【００１７】
フリースによって積層されたフィルムの溶着によるつなぎ合わせは、非常に困難であり、
従ってこれに加えて縁領域を積層しないままであると、積層されていない縁領域を積み重
ね、そして溶着することによって、永久接続を行うことができる。また単一幅のフィルム
管は、縁領域のつなぎ合わせによって、製造されると考えることもでき、好ましくは少な
くとも互いに並行に延びるフィルム材料の二つの帯状材料が、互いに対応するそれらの縁
領域で接続する様に製造される。
【００１８】
有利には、帯状材料にUP－樹脂（不飽和ポリエスター）またはVE－樹脂（ビニルエステル
）をしみ込ませる。それらの樹脂は、管状ライナーの挿入範囲に関して、好ましいことが
明らかであり、管フィルムのフリース層と良好に結合する。
【００１９】
更に本発明は、硬化によって請求項１～９のいずれか一項によるライニング管から製造さ
れた、管状ライナーに関連している。その管状ライナーは、埋め込んだガラス繊維と共に
、硬化された管形状の成形材料層及び、成形材料の表面と堅く結合したプラスチック材料
から成る。成形材料の層に面したプラスチックフィルムの側が、プラスチック材料の成形
材料層の側を積層するフリース層の形の補強材を備える。外部フィルムがフリース層と共
に、管状ライナーを造る際、アバットメントを形成し、その接続に関連した利点をもたら
す。完成した管状ライナーによる利点は、外部フィルムと帯状材料との堅固な結合を実現
する。
【００２０】
本発明は、下水管修理作業のため請求項１～１０のいずれか一項に関する管状ライナーを
製造する方法に関連している。更に樹脂含浸繊維帯状材料が、外部管状フィルムによって
囲まれた管本体に入るように形成され、それは外部管状フィルムによって囲まれる。普通
の巻き付け技術によって、樹脂含浸繊維帯状材料の取り付けを行う。その際は巻きつけ軸
に巻き上げられる内部管状フィルムの周囲に、少なくとも一つの樹脂含浸繊維帯状材料が
巻かれて、結果的に外面に巻かれた外部管状フィルムとなり得る。本発明による方法では
、後に少なくとも樹脂含浸繊維帯状材料の側を積層するフリース層を備えた外部管状フィ
ルムを製造するため、プラスチック材料が、管本体に巻き付けられる。樹脂含新繊維帯状
材料の側を積層したようなフリースの層を備えるため、プラスチックフィルムを取り付け
ることは、管状ライナーに関して従来行われていない。
【００２１】
加えて、請求項１１に関する方法により製造された管状ライナーから成り、請求項１０に
関するライニング管を製造する方法も、利用する。ここで管本体を形成するため、フリー
スを硬化する間、パイプ本体に対し、プラスチック材料を積層するフリースが、管本体と
堅固な接続を行う。その後、ライニング管の基本的な強度が、硬化された帯状材料によっ
て生じ、外部管状フィルムによる支持作用は大して役に立たないが、最終的な状態では、
プラスチックフィルムと繊維材料との間に充分堅固な固定が生じる。ここにフリースが有
効に作用する。
【００２２】
（発明を実施するための最良の形態）
以下で前記発明による実施形態を、図面を参照して詳しく説明する。
【００２３】
管状ライナー１を製造する際、例えばドイツ国特許発明明細書DE 4326503 C2に記載され
ているような方法を利用する。それは、不動状態の巻き付き軸２を具備しており、その上
に内部管状フィルム３が数珠つなぎに並んでいる。内部管状フィルム３は、ポリエチレン
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から成っており、押し出し成形管フィルム方法によって、製造される。内部管状フィルム
の外面４が、例えばコロナ処理（Koronabehandlung）を受け得、それによって外面４の表
面張力が、確実に38mN/mの最小限度以上に高められる。また内部管状フィルム３の外面４
が、積層工程によって取り付けられるフリース層を備えることも可能である。
【００２４】
巻き付け軸２の領域に、供給ロール５及び６を備え、その帯材料７または８が、巻き付け
軸２上で巻かれる。単に図解的に示した供給ロール５及び６の軸線９及び１０は、その角
度位置が調整可能で、巻取り軸線Ａの周囲を回転可能な巻き取り装置（図示せず）に配置
される。それによって帯状材料７及び８は、ネジのような形で、内部管状フィルム３の周
囲に巻きつけられる。その際に帯状材料７は、樹脂を含浸したガラス繊維織成物に関連し
たものである。その場合、UP－樹脂が利用される。樹脂の塗付は、巻き取り工程の前に既
に、または巻き取り工程の間に行うことができる。また多くの帯状材料７を内部管状フィ
ルム３に巻き付けることが可能である。帯状材料８は、ポリエチレンから成るプラスチッ
ク材料フィルムであり、最終的にプラスチック材料が樹脂を含浸したガラス繊維織成物に
巻き付けられ、管状フィルム１１が外部保護層を形成する。
【００２５】
その様に製造された管状ライナー１は、平らにされて抜き取られ、在庫として保管される
か、直接修理すべき下水管に入れられる。
【００２６】
プラスチックフィルム８の内部平面１２は、フリース層１３の形の補強材によって積層さ
れる。有利には積層工程が、プラスチックフィルム８を部分的に溶解させることによって
行われ、ポリエステルフリースがプラスチックフィルム８の表面１２に部分的に埋め込ま
れる。そのフリースは厚さが60μmであり、重さが30g/m２である。フリース層１３は、樹
脂を一杯に吸込んでおり、硬化されていない状態でも、帯状材料７とプラスチック材料８
との間を密接に接続させる。また別のフリース材料、例えばガラスフリースなども使用す
ることが可能である。
【００２７】
その後に管状ライナー１を修理すべき下水管部分に入れる際、内部管状フィルム及び管状
フィルム１１が、実質的に樹脂を含浸したガラス繊維織物上で、位置がずれないように保
持される。これによって簡単に樹脂の漏損箇所が生じないように、またそれと共に樹脂の
鹸化を起こさないようにできる。
【００２８】
更にフリースでプラスチックフィルムを積層して、長期その状態にあっても、それの結合
傾向を失わないことは利点であり、例えばコロナ処理によってフィルムを表面活性化する
場合も、同様である。
【００２９】
フリース１３を備えた管状フィルム１１は、管状ライナー１を下水管部分に配置する際に
も、外部に位置するアバットメントとしても作用し、その補強材によって達成される確実
な力を基に、安定した修復を行う。特に、噴出、洗浄の領域では、管状ライナー１が下水
管壁に対し直接は止まらないで、画定した機械的固有値を得るように、管状ライナー１が
その場では外側へ膨らまないで、それらの領域はここを介して細くなる。補強材がその位
置で、配置した際に外部軸受けを補う。
そして管状ライナー１は、ライニング管が硬化された後、機械的固有値が、硬化された帯
状材料によって与えられる。
【００３０】
またプラスチックフィルム３または８のように、拡散防止能力のある接続フィルムを使用
することも可能である。
【００３１】
図２は、ライニング管によって製造された管状ライナーの構造の断面を示している。フリ
ース１３は、硬化したガラス繊維織物７を具備した管状フィルムを緊密に接続させている
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【００３２】
図示していないが別の実施形態において、管状フィルム１１が更に外部管状フィルムによ
って囲まれる。それらの外部管状フィルムは、全て補助的な役割、すなわち拡散隔壁のよ
うに、光を通さないで、反射するなどを役割を担う。補強管状フィルム用のプラスチック
材料は、そのために有利な特性を備えることができ、それは例えば拡散隔壁を製造するた
め合成フィルムを必要としない。またフリース１３は、プラスチックフィルムの全幅にわ
たってつけることもでき、縁部を溶着する必要がなく、すなわち管状フィルムを密接させ
ることが、絶対に必要というわけではない。それは付加的に密接能力を仮定して、外部管
状フィルムに関して作られるからである。外部管状フィルムは、一つ以上のプラスチック
材料から製造することができる。そのプラスチック材料は巻き付けられるか、長手方向に
つなぎ合わされて、互いに接続され、例えば溶着される
【図面の簡単な説明】
【図１】　管状ライナーを造る製造工程を示した図。
【図２】　プラスチックフィルムでコーティングされた管状ライナーの部分断面図。

【図１】

【図２】
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