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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】伏びの内周面にライナー層を形成する補修方法
において、必要基材を軽量化・小型化し、実作業時間の
短縮、機動性・安全性の向上を図る方法の提供。
【解決手段】常温で硬化するライニング材料４１をチュ
ーブ状に成形し、その内表面及び外表面をガスバリヤ性
の高いフィルム４２，４３で被覆した補修用ライナー部
材４０を伏びＦ内へ挿通し、一方の端部を閉塞すると共
に他方の端部に通気口５１を有する閉塞部材５０ａを装
着し、通気口５１からインナーフィルム４２内へ加圧空
気を送り込むことによりライナー部材４０を膨らませて
伏びＦの内周面に圧接させたのち、ライナー部材４０が
地熱で硬化するまで加圧状態を維持して、伏びＦ内周面
にライナー層を形成する。従来の水蒸気発生装置が不要
なので設備規模が縮小し、人手による機材の運搬・搬入
が可能なので機動性が向上し実作業時間も短縮され、熱
源を使用しないから安全性に優れる補修方法。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常温で硬化するライニング材料をチューブ状に成形し、その内表面及び外表面をガスバ
リヤ性の高いフィルムで被覆して補修用ライナー部材を製作し、該ライナー部材を伏び内
へ挿通し、該ライナー部材の一方の端部を閉塞すると共に、他方の端部に通気口を有する
閉塞部材を装着し、該閉塞部材の通気口から上記ライナー部材の内表面を被覆するインナ
ーフィルム内へ加圧空気を送り込むことにより上記ライナー部材を膨らませて伏びの内周
面に圧接させたのち、上記ライナー部材が地熱で硬化するまでライナー部材内部の加圧状
態を維持して伏びの内周面にライナー層を形成することを特徴とする伏びの補修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道線路の路盤内に埋設された伏びを補修する技術に関し、詳しくは、損傷
のある伏びの内周面にライナー層を形成することにより補修する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道線路の軌道を支える路盤には、農業用水を横断させて線路両側間の通水を確保した
り、生活排水や雨水等の排水路とするなどの目的で、「伏び」と称される通水管が軌道を
横切るように埋設されている。伏びの多くは陶管・ヒューム管などで製作されるため、長
期間にわたって鉄道車両の振動や荷重などを受ける結果、また老朽化により、ひび割れを
起こしたり破管したり継ぎ目が外れたりする等の損傷を招くことがあった。伏びに損傷が
発生すると、発生個所から土砂が伏び内へ流入することにより、路盤に空洞が形成され、
やがて路盤陥没を引き起こす原因となる。
【０００３】
　このような不具合の有る伏びを発見した場合、伏びを交換することが考えられる。しか
しながら、その作業には大形の機械装置が必要であり、伏びの埋設箇所は幹線道路から離
れている場合が多いため、このような大形機械装置を用いる伏びの交換は実際的には困難
であった。そこで、伏びの簡便な補修手段として、特許文献１に記載の方法が提案されて
いる。
【０００４】
　特許文献１に記載される伏びの補修方法は、伏び内にスリップシートを挿通敷設し、こ
のスリップシート上に折り畳んだチューブ状のライナー部材を挿通し、次いでライナー部
材内に水蒸気を送り込んで膨らませつつ、該ライナー部材を加熱して硬化させることによ
り、伏びの内周面にライナー層を形成するというものである。
　上記伏びの補修方法によれば、ひび割れを起こしたり破管したり継ぎ目が外れた伏びを
交換することなく、簡易に補修することができる。そして、必要基材は比較的小型である
から、施工現場が幹線道路から離れていても、短時間で伏びの補修ができるという効果が
発揮されるとされている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３５５０５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の伏び補修方法は、ライナー部材を膨らませ硬化させるのに水蒸気を
使用する。従って、水蒸気の供給装置を必要とするが、通常の水蒸気供給装置は人手によ
り運搬するのが困難な大きさ・重量であるため、機動性が悪く、寄りつきの悪い施工現場
への適用が難しいという問題があった。そこで、水蒸気供給装置を施工現場から離れた個
所に設置し、長いホースを用いて水蒸気を供給することも考えられるが、この場合は、供
給路の距離が長くなるために水蒸気の温度低下の問題が生じる。また、高温の水蒸気を使
用するから、作業者がこれに触れて火傷を負う危険を確実に防止できる措置を講じる必要
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があった。さらに、ライナー部材内へ送り込んだ水蒸気は凝縮して水となるから、この凝
縮水をライナー部材内から排出する手段を設ける必要がある。しかもその上、排出時の凝
縮水は比較的高温なので、これを作業者と接触させないようにする工夫が必要であった。
【０００７】
　本発明は、前記従来技術の問題点を解消して、使用装置の構成をより簡単且つ軽量にす
ることができると共に、機動性・安全性に優れた伏びの補修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】
　本発明が採用する伏び補修方法の特徴とするところは、請求項１に記載する如く、常温
で硬化するライニング材料をチューブ状に成形し、その内表面及び外表面をガスバリヤ性
の高いフィルムで被覆して補修用ライナー部材を製作し、該ライナー部材を伏び内へ挿通
し、該ライナー部材の一方の端部を閉塞すると共に、他方の端部に通気口を有する閉塞部
材を装着し、該閉塞部材の通気口から上記ライナー部材の内表面を被覆するインナーフィ
ルム内へ加圧空気を送り込むことにより上記ライナー部材を膨らませて伏びの内周面に圧
接させたのち、上記ライナー部材が地熱で硬化するまでライナー部材内部の加圧状態を維
持して伏びの内周面にライナー層を形成することである。
【０００９】
　前記において、補修用ライナー部材を構成するライニング材料は、繊維状の補強材に常
温硬化性の合成樹脂を含浸させたものであり、補強材には、例えばガラスロービング、Ｐ
ＥＴフェルト、ポリエステル繊維シート、又は、これらの複合材若しくは積層材等が挙げ
られる。常温硬化性の合成樹脂とは、例えば不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹
脂、エポキシ樹脂などであって、硬化開始温度を１５～３０°Ｃに調整したものが用いら
れる。
【００１０】
　チューブ状に成形したライニング材料の内表面及び外表面を覆うガスバリヤ性の高いフ
ィルムとは、通気性が皆無又はきわめて低い性質のフィルムであり、さらに耐薬品性・耐
熱性・耐蝕性を持ち、スチレン等の有機溶剤に対し非透過性であることが望ましい。この
ようなものとしては、例えばナイロンとポリエチレンとの複層フィルムが考えられる。ナ
イロンはガスバリヤ性を発揮し、ポリエチレンは引っ張り強度と柔軟性とを付与する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る伏びの補修方法は、伏び内に挿通したチューブ状のライナー部材を、常温
で硬化するライニング材料で成形したので、ライナー部材を膨らませる手段は加圧空気で
よく、また伏びが埋設されている路盤の地熱でライナー部材を硬化させるものである。そ
れ故、補修作業を実施するのに水蒸気等の熱源を必要としないから、従来の如き水蒸気供
給装置や、凝縮水の排出手段や、水蒸気及び排出水に対する安全対策を不要にできると共
に、ライナー部材の硬化に要する時間を除いた実作業時間を、大幅に短縮することができ
る。また、必要とする機械装置を軽量化・小型化できると共に、設備構成が簡略になるか
ら機動性が向上し、その結果、寄りつきの悪い施工現場に対しても補修作業の実施が可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態を、図面に基づいて説明する。図１に
示すように、鉄道線路Ｓは一般に、土台である路盤Ｐの上に、所定の厚さに盛り上げたバ
ラスト等で道床Ｑを形成し、その上に配設した枕木Ｍ上に軌道Ｒを敷設して構築される。
そして伏びＦが、軌道Ｒを横切る方向に、所定間隔を置いて路盤Ｐ内に埋設される。伏び
Ｆは、主として農業用水や生活排水・雨水などを、線路Ｓを横断して通水させるためのも
のである。
【００１３】
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　伏びＦには、ヒューム管のほか、古くから陶製のものが多用されてきており、鉄道車両
の走行による振動や荷重などの影響で、ひび割れを起こしたり、破管したりする。また伏
びＦが、複数本の管を連結して構成されている場合は、継ぎ目が外れることがある。そこ
で補修作業に当たっては、各伏びＦについて、ひび割れ・破管・継ぎ目外れ等の損傷の有
無を調査し、補修が必要と判断された伏びＦについて、以下に説明する手順により、内周
面にライナー層を形成する。
【００１４】
　まず始めに、伏びＦの状況及び周囲の環境について事前調査を行なう。具体的には、伏
びの施工位置及び周囲の状況・施工基面の状況・機材搬入路の状況・伏びの管径及び延長
・伏び内温度・外気温などについて検査又は測定を行なう。
【００１５】
　次いで、図１に示す如く、適宜の清掃器具１０や浚渫装置、高圧洗浄水等を用いて、伏
びＦ内の堆積物除去・清掃・洗浄等を施す。続いて、図２に示す如く、例えばＴＶカメラ
２１と記録装置２２とから成る検査装置２０により伏びＦ内周面の観察・撮影を行い、ひ
び割れや破管や継ぎ目の外れ等の損傷の有無を調査する。
【００１６】
　調査の結果、伏びＦが損傷を有し補修の必要が有ると判断したならば、エアコンプレッ
サーや発電機等の必要機材を搬入し設置する。そして図３に示すように、必要に応じて伏
びＦ内にスリップシート３０を挿通したのち、その上に補修用ライナー部材４０を敷設す
る。このとき、ライナー部材４０の先端を、伏びＦの開口端部よりも突出させておくこと
が望ましい。
【００１７】
　スリップシート３０は、伏びＦの損傷部分でライナー部材４０が傷つくのを防止すると
同時に、伏びＦ内へライナー部材４０を引き込むのを円滑にするためのものであって、比
較的強靱でスリップ性の良好な素材、例えばポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン等
の合成樹脂製シートから成る。
【００１８】
　補修用ライナー部材４０は、図４（Ａ）に示す如く、常温硬化性のライニング材料４１
をチューブ状に成形し、同図（Ｂ）に示す如く、その内表面及び外表面をガスバリヤ性の
高いインナーフィルム４２及びアウターフィルム４３で被覆したものである。ライニング
材料４１は、繊維質の補強材に常温硬化性の合成樹脂を含浸させて構成される。補強材と
しては、ガラスロービング、ＰＥＴフェルト、ポリエステル繊維シート等のほか、これを
複合させたもの、あるいは積層したものが用いられる。常温硬化性の合成樹脂には、例え
ば不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、エポキシ樹脂などであって、硬化開始
温度を１５～３０°Ｃに調整したものが用いられる。従ってライナー部材４０は、施工直
前まで、例えば１０°Ｃ以下の保冷コンテナなどに保管することが好ましい。またチュー
ブ状に成形したライニング材料４１の層厚みは、補修対象となる伏びＦの管径に応じて設
定されるが、管径２００～４５０ｍｍに対しては４ｍｍ程度とすればよい。またライニン
グ材料４１の望ましい機械的性質は、硬化後の曲げ強さが５０Ｎ／ｍｍ２　以上、曲げ弾
性率が４０００Ｎ／ｍｍ２　以上である。
【００１９】
　ライニング材料４１の内表面を覆うインナーフィルム４２及び外表面を覆うアウターフ
ィルム４３には、例えばナイロンとポリエチレンとを熱融着させた複層フィルムなどの、
通気性を持たず、耐薬品性・耐熱性・耐蝕性を有し、有機溶剤に対し非透過性の素材が用
いられる。
【００２０】
　なおライナー部材４０には、長手方向の引っ張り強度が大きく且つ伸び率が小さいもの
を用いることが望ましい。これにより、伏びＦ内への引き込み時における長手方向の伸縮
を抑制して、層厚みの変動を防止できる。他方、径方向の伸び率は適度に大きいことが望
ましい。これにより、後述する加圧空気の供給工程において、ライナー部材４０を伏びＦ
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の内周面へ確実に密着させることができる。
【００２１】
　前記の如く構成されるライナー部材４０は、伏びＦ内への挿入を容易にするため、例え
ば図４（Ｃ）に示す如く、径方向に圧縮して折り畳んだ状態で使用するのが望ましい。
【００２２】
　ライナー部材４０を伏びＦ内へ引き込んでスリップシート３０上に敷設したのち、必要
に応じ、基端側を伏びＦの開口部の近傍位置で切断する。そして図５に示すように、ライ
ナー部材４０の両端部にプラグと呼ばれる閉塞部材５０（ａ），５０（ｂ）を装着し、気
密的に締結する。締結手段５２には、ワイヤー・バンド・ロープなどが用いられる。
【００２３】
　先端側の閉塞部材（プラグ）５０ｂは、開口部の無いものを用いるが、基端側の閉塞部
材５０ａには、通気口５１を有するものを用いる、そして、この通気口５１に、エアコン
プレッサー６０に連結したエアホース６１を接続し、エアコンプレッサー６０からエアホ
ース６１を通じて、ライナー部材４０のインナーフィルム４２内へ加圧空気を供給する。
これにより、ライナー部材４０が膨らみ、伏びＦの内周面に圧接する。しかるのち、エア
コンプレッサー６０により供給される加圧空気の供給圧を一定に保ち、ライナー部材４０
の圧接状態を所定時間以上維持する。
【００２４】
　ライナー部材４０を構成しているライニング材料４１は、常温硬化性の合成樹脂を含浸
させたものであるから、外気温にもよるが、普通は施工開始時から硬化を開始し、伏びＦ
内へ敷設されてからは、伏びＦが埋設されている路盤Ｐの地熱により硬化が進行する。従
って、ライナー部材４０内の空気圧を一定以上に保った状態を、所定時間以上維持するこ
とにより、ライナー部材４０が硬化して、伏びＦの内周面にライナー層が形成されること
になる。加圧空気の保持時間は、ライニング材料４１に用いた常温硬化性合成樹脂の物性
や、伏びＦ内の温度によって決まるが、硬化完了まで２４～２８時間を要する場合が多い
。本発明では、路盤Ｐの地熱でライナー部材４０の硬化が進行するから、外気温が多少低
くても、ライナー部材４０を確実に硬化させることができるという利点を有する。なお外
気温が低いときは、硬化工程の間、ライナー部材４０における伏びＦの両管端部から露出
している部分を保温材で被覆することが望ましい。
【００２５】
　ライナー部材４０の硬化が完了したならば、ライナー部材４０内から圧力を抜き、図６
（Ａ）に示す如く、ライナー部材４０における伏びＦから突出している部分を切断し、プ
ラグ５０ａ、５０ｂの取り外しを行なう。そして、インナーフィルム４２除去し、伏びＦ
の両端開口部に仕上げ処理を施す。しかる後、必要に応じ、ＴＶカメラ２１を用いた検査
装置２０（図２参照）で、伏びＦ内部の施工状態を検査し、補修作業を完了する。
【００２６】
　以上述べた如く、本発明に係る伏びの補修方法によれば、必要機材として、エアコンプ
レッサー・発電機・検査装置を用意すればよく、従来必要としていた水蒸気発生装置と比
較すると設備規模が格段に縮小されるので、人手による機材の運搬・搬入が可能になり、
機動性が向上する。また熱源を使用しないから、安全対策を簡単に済ませられる。さらに
水蒸気を使用しないことにより、補修作業における実作業時間が大幅に短縮されるから、
鉄道車両の運行スケジュールにより作業可能時間が制限されている個所に対しても、適用
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態に係るものであって、伏びの清掃工程
を示す概略断面図である。
【図２】本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態に係るものであって、伏び内の検査工
程を示す概略断面図である。
【図３】本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態に係るものであって、図（Ａ）は伏び
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内へライナー部材を挿通する工程を示す概略断面図、図（Ｂ）は伏び挿通後におけるライ
ナー部材の先端部を拡大して示す図面である。
【図４】本発明に用いるライナー部材に関するものであって、図（Ａ）はチューブ状に成
形したライニング材料の要部を示す斜視図、図（Ｂ）は図（Ａ）のライニング材料の内表
面及び外表面をフィルムで被覆した状態を示す要部の斜視図、図（Ｃ）は径方向に圧縮し
て折り畳んだ状態のライナー部材の要部を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態に係るものであって、図（Ａ）は伏び
に挿通したライナー部材内に加圧空気を供給して硬化させる工程を示す概略断面図、図（
Ｂ）は図（Ａ）におけるライナー部材の基端部を拡大して示す概略断面図である。
【図６】本発明に係る伏びの補修方法の一実施形態に係るものであって、図（Ａ）は補修
作業が完了した伏びの概略断面図、図（Ｂ）は図（Ａ）におけるＸ部分を拡大して示す断
面図、図（Ｃ）は図（Ｂ）の伏びにおける長手方向に対し垂直な方向の断面図、図（Ｄ）
は図（Ｂ）におけるＹ部分を拡大して示す断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
Ｆ…伏び　Ｐ…路盤　Ｑ…道床　Ｒ…軌道　Ｓ…線路　４０…ライナー部材　４１…ライ
ニング材料　４２…インナーフィルム　４３…アウターフィルム　５０（ａ，ｂ）…閉塞
部材（プラグ）　５１…通気口　５２…締結手段　６０…エアコンプレッサー　６１…エ
アホース
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