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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設管路の補修を行うための管路補修装置において、
　前記既設管路の内壁の内方への変形部分を外方へ押圧することにより押し戻す管路押し
戻し機構と、
　前記管路押し戻し機構を前記既設管路の中心軸と略平行な回転軸にて任意角度回転させ
る回転力付与機構と、
　前記既設管路内を移動可能とする移動機構と、を有し、
　前記管路押し戻し機構は、互いの間隔を自動的に拡張・収縮可能な２つの押圧板を有し
、
　前記回転力付与機構は、
　前記既設管の軸方向に直交する方向に自動的に拡張・収縮動作可能な第２の拡張・収縮
機構と、
　該第２の拡張・収縮機構に一端が結合され他端が前記管路押し戻し機構に結合されたア
ーム部と、
　該アーム部を回転動作させる回転駆動機構と、を有することを特徴とする管路補修装置
。
【請求項２】
　前記管路押し戻し機構は、
　前記押し戻し動作の際に、押し戻し部の周辺地盤に前記押圧板から瞬間硬化材を注入す
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る硬化材注入機構を備えたことを特徴とする請求項１に記載の管路補修装置。
【請求項３】
　前記管路押し戻し機構の押圧板は、
その表面形状が前記既設管路の内側面の湾曲と同方向に曲がる湾曲形状を有し、
前記表面には既設管路内表面への密着性の高い弾性部材が設けられていることを特徴とす
る請求項１又は２の何れかに記載の管路補修装置。
【請求項４】
　前記請求項１から３の何れか１項に記載の管路補修装置を用いた管路補修再生方法にお
いて、
　前記管路補修装置を既設管路内に設置する装置設置工程と、
　前記移動機構により前記管路補修装置を補修箇所に移動させ、前記管路押し戻し機構を
補修動作可能な位置に設置する管路押し戻し機構位置合わせ工程と、
　前記管路押し戻し機構の押圧動作により補修箇所を適正位置まで押し戻す管路押し戻し
工程と、
　前記管路補修装置を前記既設管路内から回収する回収工程と、
少なくとも前記押し戻し動作を行った補修部分に管路機能維持のための処理を施す再生工
程と、
　を含むことを特徴とする管路補修再生方法。
【請求項５】
　請求項１から３の何れか１項に記載の管路補修装置を用いた管路補修再生方法において
、
　前記既設管内の変形部分の変形の程度及び位置を把握する変形部分確認工程と、
　前記管路補修装置を既設管路内に設置する装置設置工程と、
　前記変形部分確認工程により得られた情報に基づき、前記移動機構により前記管路補修
装置を補修箇所に移動させ、前記回転力付与機構により前記管路押し戻し機構を回転させ
、前記管路押し戻し機構を前記押圧板による補修動作可能な位置、角度に設置する管路押
し戻し機構位置合わせ工程と、
　前記管路押し戻し機構の拡張動作により補修箇所を適正位置まで押し戻す管路押し戻し
工程と、
　前記管路補修装置を前記既設管路内から回収する回収工程と、
硬化性の管状補修材を既設管内に導入設置して、該補修材を圧縮空気の供給により膨らま
せ既設管の内面に密着させる補修材密着工程と、
　前記管状補修材を硬化させる硬化工程と、
を含むことを特徴とする管路補修再生方法。
【請求項６】
　前記管路押し戻し工程の直後に請求項２に記載の硬化材注入機構により、周辺地盤に硬
化材を注入する硬化材注入工程を行うことを特徴とする請求項４又は５の何れかに記載の
管路補修再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管路補修装置及びその装置を用いた管路補修再生方法、特に、既設管路の破
壊、取り替えを行うことなく既設管路の更生を行う管路補修装置及びそれを用いた管路補
修再生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　日本国における下水道普及率は全国平均が約６７％であり、都市部においては、ほぼ１
００％に近い普及が達成されている。この様な状況で、下水管路の新設事業は一部地方を
除いて殆ど無くなっており、新設よりも老朽化した管路の維持管理が今後の主な事業内容
となりつつある。日本国における下水管路の総距離は、約３６万kmであり、そのうち耐用
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年数５０年を越えた管路は７０００km以上といわれており、また、今後は年間数千kmずつ
耐用年数経過の管路が増加して行く。すなわち、下水道事業は、既設管路の維持管理の時
代に入っているといえる。
【０００３】
　現在の下水管路再生補修技術は，数多くあり，大別すると以下の３種類、（i）開削方
法、（ii）内面補修方法及び（iii）入替工法である。
【０００４】
　（i）開削方法は、老朽化した管路を地上から掘り出し、掘り出したあとに新管を入れ
るという方法であり、現場条件の面で地上における開削作業が許容される環境が必要とな
る。また、この方法では、管路領域の全長領域であっても部分的領域のみであっても施工
可能であり、管路が大口径の場合も小口径の場合も現場条件さえ許せば特に問題はない。
【０００５】
　次に、（ii）内面補修方法は、地上からの開削は行わず、管路の内部から管路内面を補
修する方法であり、近年最も多く採用されている方法である。この方法における現場条件
は、大都市圏などの地上からの開削作業が許容されない地域で好適であり、（i）の開削
方法と同じく、管路の全長領域でも部分的領域でも施工可能であり、大口径の場合も小口
径の場合も適用可能である。小口径の場合は、例えば、老朽化した管路のマンホール間の
管全長領域に対し、既設管路の内側面を被覆する樹脂製の硬化性管状補修材を形成、設置
して行うのが一般的である。また、局所的に変形等の状況が発生した部分に対しては、樹
脂や金属等の材料を用いて部分補修を行うこともある。
【０００６】
　次に、（iii）入替工法は、同じく地上からの開削作業は行わず、管路内に特殊装置を
進入させ、この特殊装置の有する機能により既設管を内部から拡径して破壊し、出来た空
間に新管を入れていく方法である。この方法によれば、現場条件として、地上における開
削作業が許容されない場合でも適用することができる。また、適用範囲は、管路の全長領
域を全て新しい管路に変更する場合に限られる。管路口径については、小口径にも適用可
能である。この（iii）の管の入れ替え工法に用いられる特殊機械としては、特表昭６４
－５００４４７号公報（特許特文献１）や特開２００１－２７１９６６号（特許文献２）
などに開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特表昭６４－５００４４７号
【特許文献２】特開２００１－２７１９６６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　まず、上記（i）の開削方法は、地上からの開削作業が許容されない大都市圏では適用
が困難である。この様な地上からの開削作業を必要としない上記（ii）の内面補修方法は
、大都市圏でも適用可能であるが、管路の内側面を樹脂管により管路の内側面の形状に沿
って被覆するものであるため、管路途中に挫屈や扁平撓みなどの内方への変形が生じてい
る場合には、樹脂管を導入する際の作業の困難性が存するだけでなく、管路に上記変形に
よる狭窄部分（ネック）が残ったままの状態となり、管路機能の正常化が図れない事情が
ある。
【０００９】
　また、上記（iii）の入替工法では、非開削であるため大都市圏での適用も可能である
。そして、管路途中に挫屈や変形が生じている場合であっても上記各特許文献に示された
ような特殊装置によって旧管路は拡径破壊されるので、特に問題はない。しかしながら、
上記各特許文献に開示された装置では、新管を導入することを前提として旧管を破壊する
ものであるため、破壊後は必ず新管を設置しなければならず、通常の場合、長年の経年変
化により部分的に新管を接続することは困難な状況となっている。したがって、全長に亘
る新管への入れ替えという補修は可能であるが、部分的な補修は事実上困難である。更に
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、管路内部からの作業であるとしても拡径による旧管路の破壊作業であるため、地盤の不
安定な箇所、例えば、居住密集地などにおいては、補修の際における地盤の変化が生じる
恐れもある。
【００１０】
　以上の様な状況において、「内面補修方法」が数多く採用されていることは上述の通り
であるが、「内面補修方法」は既設管の挫屈や変形に対し、適切な対応ができないという
事情がある。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものでありその目的は、地上からの開削作業を行わ
ず、局所的に座屈や変形が生じている場合であっても適切な補修材の導入可能な管路補修
装置及びその装置を用いた管路補修再生方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る管路補修装置は、
　既設管路の補修を行うための管路補修装置において、前記既設管路の内壁の内方への変
形部分を外方へ押圧することにより押し戻す管路押し戻し機構と、前記管路押し戻し機構
を前記既設管路の中心軸と略平行な回転軸にて任意角度回転させる回転力付与機構と、前
記既設管路内を移動可能とする移動機構と、を有し、前記管路押し戻し機構は、互いの間
隔を自動的に拡張・収縮可能な２つの押圧板を有し、前記回転力付与機構は、前記既設管
の軸方向に直交する方向に自動的に拡張・収縮動作可能な第２の拡張・収縮機構と、該第
２の拡張・収縮機構に一端が結合され他端が前記管路押し戻し機構に結合されたアーム部
と、該アーム部を回転動作させる回転駆動機構と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　これにより、既設管路に内方への挫屈や扁平状の撓みなどの変形が生じている場合に、
直接その部分を管路押し戻し機構により押圧して押し戻すことができる。すなわち、簡単
な動作により、変形部分の状態を正規の状態に戻すことができる。したがって、既設管路
についての種々の再生措置を施す際に、事前に管路の形状を部分的に狭くなった（ネック
状態となった）箇所を適正な形状に戻されるので的確な再生措置が可能となる。また、本
発明の管路補修装置は回転力付与機構を有するので、既設管路の伸長方向の位置決めだけ
でなく、回転方向の位置調整ができるので、押圧板による押圧位置を調整することにより
管路の変形部分の位置如何に関わらず的確に押し戻しの補修を行うことができる。更に、
前記管路押し戻し機構を前記第２の自動拡張・収縮機構に設けられたアーム部の回転によ
り、任意の角度位置に回転させることができる。すなわち、第２の拡張・収縮機構を拡張
させることによって既設管路内壁を押圧し、これにより第２の拡張・収縮機構は既設管路
内で安定した固定状態となり、安定して管路押し戻し機構を回転させることができる。
【００２０】
　請求項２に係る管路補修装置は、
　前記管路押し戻し機構が、前記押し戻し動作の際に、押し戻し部の周辺地盤に前記押圧
板から瞬間硬化材を注入する硬化材注入機構を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　これにより、挫屈状態が生じており、且つ地盤の安定していない場所での既設管補修作
業の際に管路押し戻し機構が押し戻した地盤の部分に瞬間硬化材を注入して硬化させるこ
とができる。したがって、押し戻し動作が終了して管路押し戻し機構が移動した後に補修
部分が崩れ落ちたり、地上の形状に変化が生じることを防止することができる。
【００２２】
　請求項３に係る管路補修装置は、
　前記管路押し戻し機構の押圧板が、その表面形状が前記既設管路の内側面の湾曲と同方
向に曲がった湾曲形状を有し、前記表面には既設管路内表面への密着性の高い弾性部材が
設けられていることを特徴とする。これにより、既設管路の内壁面の押圧動作をより均等
に行うことができ、安定した押し戻し動作とすることができる。更に、請求項１の発明に
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おいて、硬化材を注入した際にも弾性部材の密着性により、硬化材の漏れを防止すること
ができる。
【００２３】
　請求項４に係る管路補修再生方法は、
　前記請求項１から３の何れか１項に記載の管路補修装置を用いた管路補修再生方法にお
いて、前記管路補修装置を既設管路内に設置する装置設置工程と、前記移動機構により前
記管路補修装置を補修箇所に移動させ、前記管路押し戻し機構を補修動作可能な位置に設
置する管路押し戻し機構位置合わせ工程と、前記管路押し戻し機構の押圧動作により補修
箇所を適正位置まで押し戻す管路押し戻し工程と、
　前記管路補修装置を前記既設管路内から回収する回収工程と、少なくとも前記押し戻し
動作を行った補修部分に管路機能維持のための処理を施す再生工程と、を含むことを特徴
とする。
【００２４】
　この様な管路補修再生方法によれば、既設管路の再生処理を行う前に既設管路内の局所
的な問題箇所である挫屈や扁平撓みなどの変形の生じている箇所を的確に補修することが
できる。したがって、管路内径が狭くなってネック状態になっている部分を適正な形状に
復帰させた上で的確な再生処理を行うことができる。
【００２５】
　請求項５に係る管路補修再生方法は、
　請求項１から４の何れか１項に記載の管路補修装置を用いた管路補修再生方法において
、前記既設管内の変形部分の変形の程度及び位置を把握する変形部分確認工程と、前記管
路補修装置を既設管路内に設置する装置設置工程と、前記変形部分確認工程により得られ
た情報に基づき、前記移動機構により前記管路補修装置を補修箇所に移動させ、前記回転
力付与機構により前記管路押し戻し機構を回転させ、前記管路押し戻し機構を前記押圧板
による補修動作可能な位置、角度に設置する管路押し戻し機構位置合わせ工程と、前記管
路押し戻し機構の拡張動作により補修箇所を適正位置まで押し戻す管路押し戻し工程と、
前記管路補修装置を前記既設管路内から回収する回収工程と、硬化性の管状補修材を既設
管内に導入設置して、該補修材を圧縮空気の供給により膨らませ既設管の内面に密着させ
る補修材密着工程と、前記管状補修材を硬化させる硬化工程と、を含むことを特徴とする
。
【００２６】
　この方法によれば、管路補修装置による補修箇所の位置決めを管路の伸長方向だけでな
く前記回転力付与機構により回転方向の位置決めも行うことができ、様々な箇所の変形部
分に対応した補修が可能となる。また、硬化性の管状樹脂を導入する再生処理を行うに当
たり、既設管路の内壁の状態を内方への変形のない適正な状態として行うことができるの
で、この作業の円滑性と管路内壁への密着性が向上する。
【００２７】
　請求項６に係る管路補修再生方法は、
　前記管路押し戻し工程の直後に請求項２に記載の硬化材注入機構により、周辺地盤に硬
化材を注入する硬化材注入工程を行うことを特徴とする。これにより、破壊の状態がひど
く、押し戻し動作によって戻しただけでは、既設管路の形状を維持できないような場合に
これを短時間で硬化させ、後の硬化性補修材による再生動作をより的確なものとすること
ができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係る管路補修再生装置及びその装置を用いた管路補修再生方法によれば、局所
的に座屈や変形が生じている場合であっても、地上からの開削作業や新管への取り替えも
行うことなく、硬化性補修材を適切に導入することができ、大規模な新管への交換等を行
うことのできない住宅密集地や都市圏における既設管路の維持管理に貢献することができ
る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。図１は、コンクリート製
の（一部管径が狭くなった状態の）既設管路１００内に本発明の実施の形態に係る管路補
修装置１０が設置されている状態を示している。なお、図示のように、地盤４００内に設
置されたマンホール２００，３００等を中継点とするように既設管路１００が存在してい
る。マンホール間の距離は３０ｍから５０ｍであり、本図に示された既設管路１００は管
径は約４５０ｍｍ程度であり、所定長さの管路ピースを結合して施設されている。そして
、図示した管路ピース１００ａの部分の上部が下方へズレて管径が狭くなっている。
【００３０】
　図において、管路補修装置１０はマンホール３００から２００方向に進行するものであ
り、この管路補修装置１０は、移動機構としての牽引機構によりマンホール２００側に引
かれるものである。牽引機構は図示のように、管路補修装置１０に結合されたチェ－ン１
２とこのチェーン１２を巻き上げて牽引する地上に設置される牽引駆動装置（図示せず）
とから構成されている。なお、移動機構としては、この様な牽引機構に限られず、管路補
修装置１０側に自走機能を持たせる構成とすることも可能である。
【００３１】
　管路補修装置１０は、本実施の形態では、２つの主構造体で構成されている。すなわち
、実際に既設管路内の挫屈や変形の生じている箇所の押圧修正を行う修正装置としての第
１の構造体１４とこの第１の構造体１４とアーム部としての旋回ジャッキ機構１６にて結
合された第２の構造体１８である。
【００３２】
　図２は、第１の構造体１４の具体的な構造の例を示している。図示のように、第１の構
造体１４は、拡張・収縮機構を有しており、拡張・収縮機構は既設管路管路補修装置１０
０の管軸方向に直交する方向にその間隔が伸縮する上部押圧板２０と底部押圧板２２とを
含む構成を有する。各押圧板２０，２２は表面形状が外側へ凸の円弧状に形成されており
、好適には正常な形状の既設管路の曲率に近い曲率の円弧状である。底部押圧板２２は上
部押圧板２０による既設管路内壁の押圧動作の際の第１の構造体１４の設置状態の安定化
を図るために上部押圧板２０よりも外表面の面積を大きくしている。すなわち、長さ方向
及び円周方向により大きく構成されている。これにより、上部押圧板２０にて変形部分の
押し戻し動作を行う際に、装置全体の傾きやぐらつきが有効に防止される。
【００３３】
　また、図示したように、本体部２４には５本のピストン２６を備えた油圧機構が設けら
れており、この油圧ピストン装置により自動的に上部押圧板２０と底部押圧板２２との間
隔を拡張し、また収縮させるものである。
【００３４】
　第２の構造体１８は、本実施の形態では第１の構造体１４よりも進行方向前方に設置さ
れている。そして、この第２の構造体１８がチェーン１２に結合されており、牽引機構に
よって牽引される。第２の構造体１８には上述の旋回ジャッキ機構１６が結合されており
、第２の構造体１８の主たる役割は、旋回ジャッキ機構１６によって一端側に結合された
第１の構造体１４を回転させることである。この旋回ジャッキ機構１６の回転、伸縮を行
う駆動機構は図示していないが、一般的な電動モータや油圧機構が用いられる。また、第
２の構造体１８は上記第１の構造体１４とほぼ同様の拡張・収縮機構（図２に示した構造
）を有しており、上部押圧板２８と底部押圧板３０の伸長により既設管路管路補修装置１
００の内壁を押圧し、この押圧による第２の構造体１８の安定状態で、旋回ジャッキ機構
１６を回転させ第１の構造体１４を任意の角度回転させるものである。
【００３５】
　なお、第１の構造体１４にはその表面に管路内壁への密着性を高めるための弾性部材を
装着することも好適である。例えば、ゴムやウレタン材を装着することなどである。この
様な、弾性部材の装着を行った場合、管路内壁をより均等に押圧できるというだけでなく
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、図２に破線で示したように上部押圧板２０の表面から瞬間硬化材を地盤側へ注入する機
構２１を設置して、この機構２１を用いる際に硬化材が漏れ出してくるのを有効に防止す
ることができる。硬化材としては、例えば、即硬性セメントや水ガラスなどを用いる。こ
の硬化材の注入は、既設管路１００が相当程度の破壊状態にあり、硬化材の注入が可能で
あり、押し戻しの動作だけではその形状が維持できないような状況の時に用いるのが好適
である。
【００３６】
　次に、図３（Ａ）、（Ｂ）、図４（Ａ）、（Ｂ）及び図５（Ａ）、（Ｂ）に基づいて、
本実施の形態に係る管路補修装置１０による補修動作について説明する。まず、図３（Ａ
）の状態は、第２の構造体１８が牽引機構により引かれ、上部が没落した状態の管路ピー
ス１００ａの部分を拡張・収縮機構により収縮して通過し、第１の構造体１４が補修すべ
き没落状態の部分に到達した状態である。ここで、同図（Ｂ）に示したように、第２の構
造体１８の拡張・収縮機構により、上部押圧板２８が上昇させて上部押圧板２８と底部押
圧板３０とにより第２の構造体１８を安定状態とする。ここで、上部が没落した状態の管
路部分が第１の構造体１４の上部押圧板２０に対応する部分にない場合には、上述の旋回
ジャッキ機構１６によって第１の構造体１４を回転させて適切な位置に調整する。
【００３７】
　そして、図４（Ａ）に示したように、第１の構造体１４の拡張・収縮機構により、上部
押圧板２０が上昇し、没落している既設管路部分を押し戻す動作が行われる。図示のよう
に、この状態では没落部分の全てが押し戻された状態にはならず、一部のみが正規の位置
に復帰した状態となる。
【００３８】
　次に、図４（Ｂ）に示したように、第１の構造体１４の上部押圧板２０を下降させ、残
りの没落部を通過可能とし、そして、図５（Ａ）に示したように、第２の構造体１８につ
いても同様に上部押圧板２８を下降させ、上記安定状態を解除する。この状態で、第１の
構造体１４、第２の構造体１８は移動可能状態となり、図５（Ｂ）に示したように、更に
牽引により移動され、第１の構造体１４による次の補修、すなわち、没落部分の押し戻し
動作が可能となる。
【００３９】
　なお、この動作を繰り返して没落部分の押し戻し動作が完了した場合、第１の構造体１
４、第２の構造体１８は到達側のマンホール２００から回収される。その後、補修材であ
る管状のライニング材（図示せず）が導入される。このライニング材の導入動作は、従来
の動作による作業で足りる。例えば、熱又は光硬化性の管状ライニング材を既設管内に引
き込み或いは反転させつつ導入設置して、このライニング材を圧縮空気の供給等により膨
らませ既設管の内面に密着させる。そして、最終的にライニング材をその管路内側から紫
外線照射により硬化させて補修再生が終了する。
【００４０】
　また、上述した押し戻し動作により補修がなされた後、上述の管状のライニング材を全
管を通して導入する方式ではなく、補修を行った部分に局所的な再生処理をすることも勿
論可能である。例えば、その補修部分のみを被覆するサイズの管状体で、拡径方向の押圧
力を付与しつつ設置される管状部材を設置して、再生処理とすることも可能である。
【００４１】
　この様に補修した移設管路１００では、予め、挫屈箇所や変形箇所が第１の構造体１４
によって補修されているので、上記ライニング材を圧縮空気により膨らませて既設管路の
内面に密着させる工程がより的確なものとなる。すなわち、管路全域に亘って良好な密着
性が得られる。
【００４２】
　図６は、塩化ビニルやポリエチレン製の（一部管径が狭くなった状態の）既設管路５０
０内に本発明の実施の形態に係る管路補修装置１０が設置されている状態を示している。
なお、図１に示した装置の構成要素と同様の要素には同一の符号を付している。また、本
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例の樹脂製管の管径は約２５０ｍｍ程度である。状況としては図１に示したものと同様で
あり、図示の様に既設管路５００の一部が上部が下方に撓んだ状態となっている。
【００４３】
　図７（Ａ）、（Ｂ）、図８（Ａ）、（Ｂ）及び図９（Ａ）、（Ｂ）に基づいて、当該既
設管路５００の補修再生動作について説明する。図７（Ａ）に示したように第２の構造体
１８及び第１の構造体１４は、拡張・収縮機構により収縮した状態で牽引機構により引か
れ、第１の構造体１４が上部が撓んだ状態の管路変形部分を補修可能な位置まで到達した
状態である。
【００４４】
　ここで、図１０には第１の構造体１４が径の狭くなった変形部分に存在する状態が示さ
れている。図示のように、上部押圧板２０及び底部押圧板２２は狭くなった管路内壁に当
接された状態となっている。この状態で、図７（Ｂ）に示したように第２の構造体１８の
拡張・収縮機構により、上部押圧板２８が上昇されて上部押圧板２８と底部押圧板３０と
により第２の構造体１８が安定状態とされる。ここで、上部が下方に撓んでいる管路変形
部分が第１の構造体１４の上部押圧板２０に対応する部分にない場合には、旋回ジャッキ
機構１６によって第１の構造体１４を回転させて適切な位置に調整される。
【００４５】
　そして、図８（Ａ）に示したように、第１の構造体１４の拡張・収縮機構により、上部
押圧板２０が上昇し、下方に撓んだ既設管路部分を押し戻す動作が行われる。図示のよう
に、この状態では没落部分の全てが押し戻された状態にはならず、一部のみが正規の位置
に復帰した状態となる。この様に徐々に押し戻しを行うことによって既設管路の破壊を伴
うことなく補修を行うことができる。なお、図１１には第１の構造体１４の上部押圧板２
０が押し戻し動作を行った状態が示されており、図示のように、上部押圧板２０及び底部
押圧板２２は正規の径まで広がった管路内壁に当接された状態となっている。
【００４６】
　次に、図８（Ｂ）に示したように、第１の構造体１４の上部押圧板２０を下降させ、残
りの下方に撓んだ変形部分を通過可能とし、そして、図９（Ａ）に示したように、第２の
構造体１８についても同様に上部押圧板２８を下降させ、上記安定状態を解除する。この
状態で、第１の構造体１４，第２の構造体１８は移動可能状態となり、図９（Ｂ）に示し
たように、更に牽引により移動され、第１の構造体１４による次の補修、すなわち、下方
変形部分の押し戻し動作が可能となる。
【００４７】
　この動作を繰り返して変形部分の押し戻し動作が完了した場合、第１の構造体１４，第
２の構造体１８は到達側のマンホール２００から回収される。その後、補修材である管状
のライニング材（図示せず）の導入以降の動作については、上述の第１図の実施の形態と
同様であるのでその説明を省略する。
【００４８】
　なお、本発明上記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。例えば、上記実施の形態では第２の構造体１８は、第１の構造
体１４よりも進行方向前方に設置しているが、これに限られず、第１の構造体１４よりも
後方に設置して、旋回ジャッキ機構１６を第１の構造体１４の後方側と第２の構造体１８
の前方側で結合するようにしても良い。この場合、第１の構造体１４が牽引機構により牽
引され、補修箇所に到達したときに停止され、ここで第２の構造体１８により角度調整等
を行うことになる。また、第１の構造体１４及び第２の構造体１８の拡張・収縮機構は油
圧ピストン機構の例を示したが、これに限られず、上部押圧板と底部押圧板を相対的に離
反近接させる動作を行うことのできる機構で在れば他の機構を用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態に係る管路補修装置が既設管路内に設置されている状態の説
明図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係る第１の構造体の動作機構説明図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は図１の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は図１の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は図１の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図６】本発明の実施の形態に係る管路補修装置が他の構成の既設管路内に設置されてい
る状態の説明図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は図６の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は図６の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は図６の実施の形態装置による既設管路補修動作説明図である
。
【図１０】実施の形態に係る第１の構造体が管径の狭い変形部分にある状態の説明図であ
る。
【図１１】実施の形態に係る第１の構造体が正規の管径の部分にある状態の説明図である
。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　管路補修装置
　１２　チェーン
　１４　第１の構造体
　１６　旋回ジャッキ機構
　１８　第２の構造体
　２０、２８　上部押圧板
　２２、３０　底部押圧板
　２６　ピストン機構
　１００、５００　既設管路
　２００、３００　マンホール
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