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(57)【要約】
【課題】マンホールを利用したり、立坑を掘削せず、施
工スペースを節約しつつ、更に、管路橋を切断すること
なく、管路橋を更生する。
【解決手段】着脱管１２を取り外すことにより本管１１
の一端側に開口部を形成させ、気密性材料からなる中空
筒状の内面水密層２１と、加熱又は光の照射により硬化
する硬化性樹脂が不織布に含浸され、内面水密層２１を
被覆する樹脂含浸層２２と、樹脂含浸層２２を被覆する
外装保護層２３とを有する可撓性筒状体２を開口部から
導入し、本管１１の軸方向に沿って可撓性筒状体２を配
置し、内面水密層内２１に気体又は液体を圧入すること
により、外装保護層２３を本管の内面に対して圧着させ
、樹脂含浸層２２に対して内面水密層内より加熱又は光
を照射し、硬化性樹脂を硬化させることにより本管１１
の内面に対して可撓性筒状体２を固着させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空管状の本管と、少なくとも上記本管の一端側に取付けられた上記本管から着脱自在
な着脱管とを有する管路橋を更生する管路橋更生方法において、
　上記着脱管を取り外すことにより上記本管の一端側に開口部を形成させる取り外し工程
と、
　気密性材料からなる中空筒状の内面水密層と、加熱又は光の照射により硬化する硬化性
樹脂が不織布に含浸され、上記内面水密層を被覆する樹脂含浸層と、上記樹脂含浸層を被
覆する外装保護層とを有する可撓性筒状体を上記開口部から導入し、上記本管の軸方向に
沿って上記可撓性筒状体を配置する配置工程と、
　上記内面水密層内に気体又は液体を圧入することにより、上記外装保護層を上記本管の
内面に対して圧着させる圧入工程と、
　上記樹脂含浸層に対して上記内面水密層内より加熱又は光を照射し、上記硬化性樹脂を
硬化させることにより上記本管の内面に対して上記可撓性筒状体を固着させる硬化工程と
を有すること
　を特徴とする管路橋更生方法。
【請求項２】
　上記配置工程では、上記可撓性筒状体の前端部を、上記開口部から上記本管内を介して
上記本管の他端側にまで牽引することにより上記可撓性筒状体を配置すること
　を特徴とする請求項１記載の管路橋更生方法。
【請求項３】
　上記配置工程では、短手方向に折り畳まれている上記可撓性筒状体の前端部を牽引する
こと
　を特徴とする請求項２記載の管路橋更生方法。
【請求項４】
　上記配置工程では、上記可撓性筒状体が長手方向に折り畳まれることにより折り返し部
が形成され、上記可撓性筒状体の後端部が上記本管の一端側に保持され、上記本管の他端
側に向けて上記折り返し部を内側から押圧することにより、上記折り返し部を上記本管の
軸方向に沿って順次移動させ、上記可撓性筒状体を配置すること
　を特徴とする請求項１記載の管路橋更生方法。
【請求項５】
　上記配置工程では、短手方向に更に折り畳まれている上記可撓性筒状体の上記折り返し
部を押圧すること
　を特徴とする請求項４記載の管路橋更生方法。
【請求項６】
　上記圧入工程より前に、上記配置した可撓性筒状体の外装保護層のうち上記本管の一端
側及び他端側に位置する上記外装保護層を上記可撓性筒状体から剥離する剥離工程を更に
有し、
　上記圧入工程では、上記剥離された外装保護層が被覆していた樹脂含浸層を上記本管の
内面に対して圧着させること
　を特徴とする請求項１～５のうちいずれか１項記載の管路橋更生方法。
【請求項７】
　上記圧入工程では、上記外装保護層の一部を予め剥離させることにより樹脂含浸層を露
出させ、上記本管と上記本管から分枝される分枝管との連結口の周囲に位置する上記本管
の内面に対して、上記露出させた樹脂含浸層を圧着させること
　を特徴とする請求項１～６のうちいずれか1項記載の管路橋更生方法。
【請求項８】
　上記圧入工程より前に、上記分枝管の内径より小さい外径の中空筒状の型枠管を上記分
枝管内に挿入し、
　上記圧入工程と上記硬化工程との間に、上記分枝管の内壁と上記型枠管の外壁との間に
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形成される間隙に上記硬化性樹脂を充填し、分枝管樹脂層を形成させる充填工程を更に有
し、
　上記硬化工程では、上記分枝管樹脂層を構成する硬化性樹脂を上記樹脂含浸層に含浸さ
れる硬化性樹脂とともに硬化させること
　を特徴とする請求項７記載の管路橋更生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水管橋やガス管橋等の管路橋の更生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、道路や建築物等の下部の地中には、水道管やガス管等の多くの既設管路が埋設
されている。これらの既設管路は、使用年数に伴い腐食、劣化等が進行するため、漏水、
ガス漏れの防止、或いは衛生環境の保全のため、定期的に管路内の補修、更生工事をする
必要がある。
【０００３】
　従来においては、このような既設管路の更生工事をするための方法として、例えば、特
許文献１に示すような既設管路の更生方法が提案されている。この既設管路の更生方法で
は、熱硬化性樹脂を含浸したライナーを、既設管内に挿入して引き込んだのち、ライナー
内部に内圧を与えて膨張させ、さらに加熱等してライナーを硬化させることによって、既
設管路内にライナーを固定するものである。これにより、既設管を取り替えることなく、
既設管を再利用することが可能となる。
【０００４】
　また、例えば特許文献２に示すように、ライナーを既設管内に挿入するにあたり、ライ
ナー内に流体圧を作用させライナーを既設管内に反転させることによって挿入配置する方
法も提案されている。
【特許文献１】特開平１１－２３０４１２号公報
【特許文献２】特開昭６３－２５４０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、地中に埋設された既設管路である埋設管のみならず、地表に露出された水管
橋やガス管橋等の管路橋を更生しなければならない場合も当然に生じる。特に地表に露出
されている管路橋は、天候等による影響を受けやすく埋設管より腐食が進行しやすいため
、頻繁に更生工事を行う必要がある。
【０００６】
　図９は、管路橋１０１に対して、上述した特許文献１の開示技術を適用した場合の構成
を示すものである。管路橋１０１は、埋設管１１１ａ、１１１ｂを接続するものであり、
その両端部が橋台１１４上で支持部１１３によって支持されている。特に、この管路橋１
０１と埋設管１１１ａ、１１１ｂとは、各々の設置標高が異なることから、高度を調整す
るために曲管１１２を介して接続されている。
【０００７】
　管路橋１０１内にライナー１０２を導入しようとする場合、管路橋１０１内にライナー
１０２を導入するための導入口と、ライナー１０２を牽引するためのワイヤー１２１を相
通するための到達口とが必要となり、この到達口より予めワイヤー１２１を管路橋１０１
内を介して導入口にまで挿通させておく。これらの導入口と到達口とは、管路橋１０１周
囲に管路橋１０１に連通している図示しないマンホールがあれば、このマンホールを導入
口としてライナー１０２を管路橋１０１内にまで引っ張り込む。また、管路橋１０１周囲
にマンホールが無い場合、管路橋１０１周囲に立坑１１５を掘削し、導入口１１６ａ及び
到達口１１６ｂを設ける。
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【０００８】
　このような従来の既設管路の更生方法においては、管路橋１０１を更生しようとする際
に、管路橋１０１周囲のマンホールを利用するか、又は立坑１１５を掘削する必要が生じ
ていた。一般に、マンホールの周囲や埋設管の上部には、一般道路が敷設されているため
、更生工事に際して利用しようとするマンホール周囲の道路に対して交通規制を行う必要
があり、これによって、交通障害が生じていた。特に、管路橋の周囲にマンホールが無い
場合は、立坑を掘削及び埋立を行う必要があるため、更に長期間に渡って交通障害が生じ
ていたのに加え、工事費及び工程数が増大するといった問題が生じていた。
【０００９】
　また、導入口１１６ａからライナー１０２を管路橋１０１内にまで導入するためには、
曲管１１２を介してライナー１０２を引き込む必要があった。このため、特許文献１に開
示された技術では、ライナー１０２を引き込む際に、ライナー１０２が曲管１１２に引っ
かかり作業性が低下し、更には、ライナー１０２が曲管１１２内において摩擦されること
により損傷するなどの問題が生じていた。
【００１０】
　更にまた、仮にマンホールや立坑１１５を用いることなく導入口を設ける場合、管路橋
１０１の一端側を切断し開口部を設け、そこからライナー１０２を引き込むことも考えら
れる。しかしながら、このように管路橋１０１を切断する場合は、切断した箇所に対して
修復を行うに際して溶接を行う必要がある。このようにして設けられた溶接部は、内面防
食を行うことができないため、定期的な補修を要することになるという問題が生じる。
【００１１】
　特に、特許文献２に開示の技術では、ライナー１０２内に流体圧を作用させるためには
、ライナー１０２の導入口周囲において大規模な櫓等を設置する必要がある。このため、
管路橋１０１を切断して導入口を設け、橋台１１４上にそのような大規模な櫓等を設置し
ての作業は、大きな危険を伴っていた。
【００１２】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、管路橋を更生するにおいて、マンホールを利用したり、立坑を掘削せず、施工ス
ペースを節約しつつ、更に、管路橋を切断することなく、管路橋を更生することが可能な
管路橋更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】
【００１３】
　本発明者は、上述した問題点を解決するために、着脱管を取り外すことにより本管の一
端側に開口部を形成させ、気密性材料からなる中空筒状の内面水密層と、加熱又は光の照
射により硬化する硬化性樹脂が不織布に含浸され、内面水密層を被覆する樹脂含浸層と、
樹脂含浸層を被覆する外装保護層とを有する可撓性筒状体を開口部から導入し、本管の軸
方向に沿って可撓性筒状体を配置し、内面水密層内に気体又は液体を圧入することにより
、外装保護層を本管の内面に対して圧着させ、樹脂含浸層に対して内面水密層内より加熱
又は光を照射し、硬化性樹脂を硬化させることにより本管の内面に対して可撓性筒状体を
固着させる管路橋更生方法を発明した。
【００１４】
　即ち、本願請求項１に係る管路橋更生方法は、中空管状の本管と、少なくとも本管の一
端側に取り付けられた本管から着脱自在な着脱管とを有する管路橋を更生する管路橋更生
方法において、着脱管を取り外すことにより本管の一端側に開口部を形成させる取り外し
工程と、気密性材料からなる中空筒状の内面水密層と、加熱又は光の照射により硬化する
硬化性樹脂が不織布に含浸され、内面水密層を被覆する樹脂含浸層と、樹脂含浸層を被覆
する外装保護層とを有する可撓性筒状体を開口部から導入し、本管の軸方向に沿って可撓
性筒状体を配置する配置工程と、内面水密層内に気体又は液体を圧入することにより、外
装保護層を本管の内面に対して圧着させる圧入工程と、樹脂含浸層に対して内面水密層内
より加熱又は光を照射し、硬化性樹脂を硬化させることにより本管の内面に対して可撓性
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筒状体を固着させる硬化工程とを有することを特徴とする。
【００１５】
　本願請求項２に係る管路橋更生方法は、請求項１に係る発明において、配置工程で、可
撓性筒状体の前端部を、開口部から本管内を介して本管の他端側にまで牽引することによ
り可撓性筒状体を配置することを特徴とする。
【００１６】
　本願請求項３に係る管路橋更生方法は、請求項２に係る発明において、配置工程で、短
手方向に折り畳まれている可撓性筒状体の前端部を牽引することを特徴とする。
【００１７】
　本願請求項４に係る管路橋更生方法は、請求項１に係る発明において、配置工程で、可
撓性筒状体が長手方向に折り畳まれることにより折り返し部が形成され、可撓性筒状体の
後端部が本管の一端側に保持され、本管の他端側に向けて折り返し部を内側から押圧する
ことにより、折り返し部を本管の軸方向に沿って順次移動させ、可撓性筒状体を配置する
ことを特徴とする。
【００１８】
　本願請求項５に係る管路橋更生方法は、請求項４に係る発明において、配置工程で、短
手方向に更に折り畳まれている可撓性筒状体の折り返し部を押圧することを特徴とする。
【００１９】
　本願請求項６に係る管路橋更生方法は、請求項１から５のうちいずれか１項記載の発明
において、圧入工程より前に、配置した可撓性筒状体の外装保護層のうち本管の一端側及
び他端側に位置する外装保護層を可撓性筒状体から剥離する剥離工程を更に有し、圧入工
程で、剥離された外装保護層が被覆していた樹脂含浸層を本管の内面に対して圧着させる
ことを特徴とする。
【００２０】
　本願請求項７に係る管路橋更生方法は、請求項１から６のうちいずれか1項記載の発明
において、圧入工程で、外装保護層の一部を予め剥離させることにより樹脂含浸層を露出
させ、本管と本管から分枝される分枝管との連結口の周囲に位置する本管の内面に対して
、露出させた樹脂含浸層を圧着させることを特徴とする。
【００２１】
　本願請求項８に係る管路橋更生方法は、請求項７に係る発明において、圧入工程より前
に、分枝管の内径より小さい外径の中空筒状の型枠管を分枝管内に挿入し、圧入工程と硬
化工程との間に、分枝管の内壁と型枠管の外壁との間に形成される間隙に硬化性樹脂を充
填し、分枝管樹脂層を形成させる充填工程を更に有し、硬化工程で、分枝管樹脂層を構成
する硬化性樹脂を樹脂含浸層に含浸される硬化性樹脂とともに硬化させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２２】
　上述した構成からなる本発明では、本管の切断、溶接を伴うことなく更生が完了するた
め、従来に生じていた本管内の溶接部からの内面腐食を防止でき、長期間にわたり管路橋
の品質、性能を維持することが可能となる。更に、本発明においては、従来のように曲管
内を介してライナーを本管にまで導入する必要がないため、ライナーの配置をよりスムー
ズに行うことができ、更にはライナーが曲管内における摩擦抵抗により伸長することも無
いため、ライナーの強度、品質を維持した状態で管路橋の更生を行うことが可能となる。
さらにまた、本発明においては、ライナーの配置工程において、マンホールを利用したり
、埋設管を切断するための立坑を掘削する必要が無いため、交通障害が生じることなく更
生を行うことができる事に加え、工事工程が削減されることから工期及び工事費を節約で
きる。
【００２３】
　更に、上述した請求項６に係る本発明では、本管の両端側の外装保護層を剥離するだけ
の簡易な方法で、本管内面を容易に密封状体にすることができ、本管内面の腐食の進行を
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抑制することが可能となる。更にまた、これにより、管口保護処理のために止水部材や接
続部材等を取付ける工程が削減でき、管路橋を早期に復旧させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２５】
　図１（ａ）は、本発明の管路橋更生方法が適用される管路橋１の構成図を示している。
この管路橋１は、本管１１と、本管１１の一端側、又は両端側に取付けられた本管１１か
ら着脱自在な着脱管１２と、本管１１の両端を橋台１４上で支持させるための支持部１３
とから構成される。
【００２６】
　管路橋１は、単一又は複数の管体によって構成された橋であり、離れた箇所に位置する
埋設管３１ａと埋設管３１ｂとを河川、谷等の障害Ｗを間に跨いで接続することを可能と
する。通常、管路橋１と埋設管３１とは、両管の設置標高が異なるため、両管の高度を調
整するために曲管３２を介して接続されている。この管路橋１は、例えば、生活用水、工
場用水、ガス等の各種の流体等を本管１１内を介して搬送するため、或いは通信ケーブル
、電力ケーブル等の各種のケーブル等を本管１１内を介して敷設するために用いられる。
この管路橋１は、例えば、水管橋、ガス管橋、又は一般橋梁に併設されている管路等によ
って具体化される。
【００２７】
　本管１１は、中空断面を有する管体であり、ステンレス管、アルミ管、鋼管、コンクリ
ート管等や、塩ビ管、ポリエチレン管の樹脂管によって具体化される。また、本管１１は
、４フッ化エチレン樹脂等のテフロン（登録商標）によって構成されるテフロン管によっ
ても具体化される。本管１１は、断面円形で構成される場合のみならず、断面角型等いか
なる断面形状で構成されていてもよい。また、この本管１１は、直線状の管体として構成
される場合に加え、例えば湾曲した形状の管体として構成されていてもよい。
【００２８】
　着脱管１２は、通常、管路橋１の本管１１の両端側又は一端側に設けられているもので
あり、切断、溶接を要することなく、本管１１より容易に着脱することが可能なものであ
る。着脱管１２は、例えば、伸縮管、フランジ付管又はメカニカル継手管等によって具体
化される。
【００２９】
　本発明を適用した管路橋更生方法は、例えば図１（ｂ）に示されるようなライナー２を
本管１１内に導入することによって行われる。ライナー２は、例えば図２（ａ）、（ｂ）
に示されるように、中空筒状の内面水密層２１と、内面水密層２１を被覆する樹脂含浸層
２２と、樹脂含浸層２２を被覆する外装保護層２３との少なくとも３層を有する可撓性の
筒状体として構成される。
【００３０】
　ライナー２は、管路橋１の更生用に限定されるものではなく、地中の埋設管３１や、建
築物内の配管等の導管に対して更生工事を行う場合にも適用される。また、ライナー２は
、全体として可撓性を有するため、本管１１の断面形状に制限されること無く、本管１１
を更生することを可能とする。
【００３１】
　内面水密層２１は、不透過性、伸縮性及び可撓性を備えた材料で構成され、例えば、ポ
リエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン等によって具体化される。このため、内面水
密層２１を介しては、各種流体が漏出、透過することが防止される。
【００３２】
　樹脂含浸層２２は、加熱又は光の照射により硬化する硬化性樹脂が不織布に含浸されて
構成される。樹脂含浸層２２に含浸させる硬化性樹脂は、加熱又は光の照射により硬化す
る硬化性樹脂として一般に使用されている材質であれば、いかなる公知の材質を用いるよ
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うにしてもよく、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
等によって具体化される。また、この硬化性樹脂は、管路橋１内部で流動する気体又は液
体の性質、量に応じて、特定の材質からなる硬化性樹脂を用いるようにしてもよい。
【００３３】
　外装保護層２３は、可撓性、伸縮性を備えた材質から構成され、例えば、ポリエステル
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等のフィルム又は繊維等
によって具体化される。また、外装保護層２３は、ある程度の磨耗強度を備えた材質で構
成されていてもよく、これにより、磨耗破壊に対する耐性を備えるようにしてもよい。
【００３４】
　また、外装保護層２３は、ライナー２の軸方向の引張り弾性率が高い材料を内部に含む
ようにしてもよい。これにより、ライナー２に対して牽引等することによって引張応力を
与えた場合に、ライナー２の軸方向への伸びを抑えることができる。更にこれにより、ラ
イナー２を牽引等しても塑性変形しにくくなるため、ライナー２の厚みを確保しつつライ
ナー２を牽引等することが可能となる。
【００３５】
　なお、ライナー２は、各層間の密着性を高めるため、例えば、エポキシ樹脂系接着剤等
で接着されていてもよい。また、ライナー２は、強度を向上させるために、各層の厚みを
調整したり、又は各層を複数層重ね合わせるようにして構成されていてもよい。更に、ラ
イナー２の強度を向上させるために、内面水密層２１、樹脂含浸層２２若しくは外装保護
層２３の内部、又は各層間に、ポリエステル、炭素繊維等の繊維又は織布等からなる図示
しない補強材を含有させるようにしてもよい。
【００３６】
　次に本発明を適用した管路橋更生方法の工程について図３を用いて詳細に説明する。
【００３７】
　まず、ステップＳ１１の取り外し工程においては、埋設管３１ａ、３１ｂ内を流動して
いる流体が本管１１内に流入するのを防止するために、管路橋１に通じる埋設管３１ａ、
３１ｂ、又は曲管３２内部に止水栓３５を設置する。そして、その後に、本管１１の両端
側に取付けられている着脱管１２ａ、１２ｂは、本管１１より取り外され、本管１１の両
端側に開口部１５である導入口１５ａ及び到達口１５ｂがそれぞれ形成される。これによ
り、ライナー２を本管１１内に導入するための導入口１５ａが設けられる。
【００３８】
　次に、ステップＳ１２の配置工程に移行する。この配置工程においては、まず、到達口
１５ｂから導入口１５ａにむけて本管１１内を介してワイヤー３３が挿通される。このワ
イヤー３３は、ライナー２を導入口１５ａから到達口１５ｂにまで牽引するためのもので
あり、一端側がワイヤー３３を巻き取るためのウインチ３４に装着され、他端側がライナ
ー２の前端部２ａに装着される。そして、その後に、ライナー２は、ウインチ３４を作動
させてワイヤー３３を巻き取ることにより、導入口１５ａから到達口１５ｂにまで本管１
１内を介して牽引される。これにより、ライナー２は、本管１１内の軸方向に沿って導入
口１５ａから到達口１５ｂにまで配置されることになる。
【００３９】
　このステップＳ１２の配置工程においては、あくまでライナー２を導入口１５ａから導
入して更生の対象である本管１１内の軸方向に沿って配置できればよい。即ち、例えば本
管１１の内径が十分に大きい場合等には、ライナー２をワイヤー３３により牽引すること
に代えて、本管１１内に人間が入り込んでライナー２を導入口１５ａから導入して直接配
置するようにしてもよい。
【００４０】
　また、このステップＳ１２の配置工程においては、外装保護層２３の表面に予め液体や
粉体等から構成される滑材を塗布しておいてもよい。これにより、ライナー２は、本管１
１内を牽引される際に、外装保護層２３表面と本管１１内面との間における摩擦抵抗が減
少するため、牽引作業をより円滑に行うことが可能となる。また、摩擦抵抗を減少させつ
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つ牽引することができるため、ライナー２が牽引方向に伸長されるのを抑制でき、更には
、ライナー２の厚み、品質を確保しつつ施工延長を長くすることが可能となる。
【００４１】
　更にまた、このステップＳ１２の配置工程においては、予め短手方向に折り畳まれてい
るライナー２の前端部を牽引することにより本管１１内に配置するようにしてもよい。こ
れにより、ライナー２を牽引する際に、外装保護層２３が本管１１内面と接触する領域が
減少するため、より牽引作業を円滑に行うことができる。更に、ライナー２が牽引方向に
伸長されるのを更に抑制でき、ライナー２全体の強度が向上することになる。なお、ライ
ナー２は、短手方向に複数回折り畳まれていてもよい。
【００４２】
　次に、ステップＳ１３の剥離工程に移行し、ライナー２は、本管１１の一端側及び他端
側に位置する外装保護層２３が剥離され、当該外装保護層２３が被覆していた樹脂含浸層
２２ａが露出される。このステップＳ１３においては、例えば図４（ａ）に示すように、
ライナー２を本管１１内面に圧着させた際に、本管１１端部の管口１１ａを跨ぐ範囲に位
置する外装保護層２３を剥離して樹脂含浸層２２ａを露出させることが望ましい。これに
より、本剥離工程を開口部１５周囲で容易に行うことが可能となるとともに、外装保護層
２３が剥離されていることを確実に視認しつつ作業を行うことが可能となる。
【００４３】
　なお、ステップＳ１３の剥離工程は、ステップＳ１４の圧入工程の前ならいかなる段階
においても行ってよい。しかしながら、ステップＳ１２の配置工程より前に剥離工程を実
行すると、露出した樹脂含浸層２２が配置工程において本管１１内を牽引する際の摩擦抵
抗により損傷してしまうため、ステップＳ１２の配置工程の後に行うことが望ましい。ま
た、ステップＳ１３の剥離工程は、必ずしも行う必要は無いが、この場合、ライナー２を
本管１１内に配置した場合に本管１１の両端部に位置する外装保護層２３を予め剥離して
おく必要がある。
【００４４】
　次に、ステップＳ１４の圧入工程に移行する。この圧入工程においては、ライナー２の
一端側から内面水密層２１内に気体又は液体を圧入し、内面水密層２１とともに、内面水
密層２１を被覆する樹脂含浸層２２及び外装保護層２３を一体的に膨張させ、外装保護層
２３外面を本管１１内面に対して圧着させる。即ち、ライナー２は、例えば図２（ｂ）に
示すように、本管１１内面と密着する形状になる。
【００４５】
　このステップＳ１４の圧入工程においては、外装保護層２３のみでなく、剥離工程にお
いて露出された樹脂含浸層２２ａも本管１１内面に対して圧着させることが望ましい。こ
れにより、樹脂含浸層２２ａより本管１１内面に対して硬化性樹脂が滲出して両面間の密
着性を向上させることが可能となり、ひいては、圧着させている外装保護層２３外面と本
管１１内面との間の密封性が向上する。
【００４６】
　なお、例えば図４（ｂ）に示すように、本管１１より分枝された分枝管１６がある場合
は、剥離工程において以下のように外装保護層２３を剥離しておくことが望ましい。即ち
、分枝管１６がある場合には、ライナー２を本管１１に対して圧着させた場合に本管１１
から分枝される分枝管１６の連結口１７周囲に位置する外装保護層２３を予め剥離し、樹
脂含浸層２２ｂを露出させる。そして、圧入工程においては、連結口１７周囲に位置する
本管１１内面に対して、樹脂含浸層２２ａとともに露出させた樹脂含浸層２２ｂも圧着さ
せる。これにより、連結口１７周囲の本管１１内面と樹脂含浸層２２ｂとの密着性も向上
し、ひいては、本管１１に分枝管１６がある場合であっても、圧着させている外装保護層
２３外面と本管１１内面との間の密封性が向上する。
【００４７】
　因みに、外装保護層２３内に、ライナー２の軸方向の引張り弾性率が高い材料を含めて
いた場合、本圧入工程において、ライナー２が膨張することによって軸方向に過度に伸び
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ることを抑えることができ、ライナー２の厚さを確保しつつ本工程を実行することができ
る。
【００４８】
　また、ライナー２は、本圧入工程においてライナー２内部より加圧される圧力に応じて
、各層の厚さを調整するようにしてもよい。
【００４９】
　次に、ステップＳ１５の硬化工程に移行する。この硬化工程では、樹脂含浸層２２に対
して内面水密層２１内より加熱又は光を照射することにより、樹脂含浸層２２内の硬化性
樹脂を硬化させる。ここで、樹脂含浸層２２内に含浸させた硬化性樹脂が熱硬化性樹脂の
場合は、内面水密層２１内に流入させている液体又は気体を加熱するか、加熱された他の
液体を更に流入するか、又は内面水密層２１内に加熱された蒸気を圧入させることによっ
て、硬化性樹脂を硬化させる。また、樹脂含浸層２２内に含浸させた硬化性樹脂が光硬化
性樹脂の場合は、予め内面水密層２１内に図示しない光照射装置を挿入させておき、光照
射装置から樹脂含浸層に対して光を照射することにより硬化性樹脂を硬化させる。
【００５０】
　この硬化工程を行うことにより、ライナー２は、圧着工程において本管１１内に圧着さ
れた形状を保持しつつ、本管１１内に固着されることになる。ここで、樹脂含浸層２２は
、ライナー２を本管１１内面に圧着させた形状を維持する型枠として機能する。
【００５１】
　特に、上述した剥離工程を行っていた場合は、この硬化工程により、圧着させている外
装保護層２３外面と本管１１内面との間の密封性を保持したまま、ライナー２を固着させ
ることが可能となる。
【００５２】
　最後に、ステップＳ１６の後処理工程に移行する。後処理工程においては、本管１１の
両端側の外側に向けて突出しているライナー２の余り部分を切除した後、取り外し工程に
置いて取付けた止水栓３５を撤去し、着脱管１２を再度取り付ける。また、ライナー２の
端部が開口していない場合は、ライナー２の実用化のため、この後処理工程において、端
部を開口させる。これにより、本発明の管路橋更生方法の全工程が終了する。
【００５３】
　なお、この後処理工程においては、着脱管１２が劣化、腐食等によって損傷している際
に、着脱管を新しいものに取り替えるようにしてもよい。これにより、本管１１とともに
着脱管の性能、品質も向上し、管路橋１全体の品質が向上する。
【００５４】
　また、この後処理工程においては、余り部分を切除したライナー２の両端部に対して、
パテ等を用いて本管１１内面と摺り付ける管口処理を施してもよい。これにより、ライナ
ー２の両端部は、管路橋１内に流入してくる各種流体の流れを阻害しなくなる。
【００５５】
　ライナー２は、本発明の全工程終了後において、本管１１内面と外装保護層２３外面と
の間での密閉性を保持しつつ埋設管３１からの各種流体等を搬送することにより、本管１
１内面の腐食、劣化を防止するものである。更に、内面水密層２１は、本発明の全工程終
了後において埋設管３１から流入してくる各種流体がその内部で流動することを可能とす
るものである。更にまた、管路橋１が、本管１１内を介して各種ケーブル等を敷設するた
めに用いられている場合、内面水密層２１は、本管１１内にケーブルを敷設する際にケー
ブルの挿入抵抗の低減に寄与するとともに、ライナー２外部から内面水密層２１内への浸
水を防止することを可能とする。
【００５６】
　このようにして一連の工程を終えた後には、本管１１を取り替えることなく、管路橋１
を再度利用することが可能となる。この場合に、ライナー２は、埋設管３１ａ、３１ｂか
ら流入してくる各種流体を内面水密層２１内で流動させ、更に、本管１１内面に各種流体
が流入しないように本管１１内面と外装保護層２３外面との間の密閉性を保持することを
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可能とする。
【００５７】
　特に、本発明を適用した管路橋更生方法は、管路橋１を構成する本管１１の切断、溶接
を伴うことなく更生が完了するため、従来に生じていた本管内の溶接部からの内面腐食を
防止でき、長期間にわたり管路橋１の品質、性能を維持することが可能となる。更に、本
発明においては、従来のように曲管３２内を介してライナー２を本管１１にまで導入する
必要がないため、ライナー２の配置をよりスムーズに行うことができ、更にはライナー２
が曲管３２内における摩擦抵抗により伸長することも無いため、ライナー２の強度、品質
を維持した状態で管路橋１の更生を行うことが可能となる。さらにまた、本発明において
は、ライナー２の配置工程において、マンホールを利用したり、埋設管３１を切断するた
めの立坑を掘削する必要が無いため、交通障害を発生させることなく更生を行うことがで
きる事に加え、工事工程が削減されることから工期及び工事費を節約することが可能とな
る。
【００５８】
　更に、上述した剥離工程を行うことにより、本管１１の両端側の外装保護層２３を剥離
するだけの簡易な方法で、本管１１内面を容易に密封状態にすることができ、本管１１内
面の腐食の進行を抑制することが可能となる。更にまた、これにより、管口処理のために
止水部材や接続部材等を取付ける工程が削減できるとともに、管路橋１を更生するために
要する工期を削減でき、ひいては、管路橋１の利用をより早く再開できることが可能とな
る。
【００５９】
　因みに、本実施形態では、管路橋１の本管１１のみ更生が可能となるため、管路橋１が
本管１１より分枝された分枝管１６を有する場合に、例えば非特許文献（財団法人　下水
道新技術推進機構「下水道管きょの修繕工法　インシチュフォーム－ＬＬ工法」Ｐ４４－
４８）に開示されているいわゆるトップハットを利用して分枝管１６を更生する技術を併
用し、分枝管の更生も併せて行うようにしてもよい。
【００６０】
　また、管路橋１の本管１１に腐食や孔食が見られる場合には、予め腐食等している箇所
に対して本管１１外面より鋼板等を溶接等して取り付け補強をしたものに対して、本発明
を適用するようにしてもよい。これにより、本管外面から溶接を行い、本管１１内面の塗
装が溶接熱で劣化しても、ライナー２により本管１１内面が保護されることになる。
【００６１】
　本発明を適用した管路橋更生方法は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、
本発明の第２の実施の形態として下記に説明するような配置装置４１を用いてライナー２
を本管１１内に配置するようにしてもよい。
【００６２】
　配置装置４１は、ステップＳ１２の配置工程においてライナー２を本管１１内の軸方向
に沿って配置する際に用いられる。この配置装置４１は、例えば図５（ａ）に示すように
、両端側にワイヤー３３が取り付けられた棒状の車軸４２と、車軸４２の両端側に設けら
れた、配置装置４１を移動可能とする滑車４３とから構成される。
【００６３】
　ステップＳ１２の配置工程においては、まず、到達口１５ｂから本管１１内を介して導
入口１５ａにむけて、ワイヤー３３が取り付けられた配置装置４１を挿通させる。このと
き、ワイヤー３３は、一端側に配置装置４１が取り付けられ、他端側にウインチ３４が取
り付けられる。
【００６４】
　次に、例えば図５（ｂ）に示すように、ライナー２を長手方向に折り畳むことによりラ
イナー２に折り返し部４６を形成させて、ライナー下部２ｃの上面に対してライナー上部
２ｄを載置させるようにする。そして、挿通させておいた配置装置４１の車軸４２を折り
返し部４６内面に対して引っ掛ける。この後に、ライナー２の後端部２ｂを本管１１の導
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入口１５ａに保持したまま、ウインチ３４を作動させてワイヤー３３とともに、配置装置
４１を本管１１の到達口１５ｂにむけて牽引する。これにより、配置装置４１は、例えば
図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示すように、折り返し部４６を導入口１５ａから到達口１５
ｂに向けて押圧し、折り返し部４６が到達口１５ｂに向けて順次移動することになり、ラ
イナー２が本管１１内の軸方向に沿って配置されることになる。なお、配置装置４１を用
いてライナー２を本管１１内に配置した後は、上述したステップＳ１３の剥離工程と同様
の工程を経ることにより、管路橋１の更生が完了する。
【００６５】
　このように、配置装置４１を用いてライナー２を配置することにより、先に配置された
ライナー下部２ｃの上面をライナー上部２ｄが滑っていくため、ライナー２を直接本管１
１との間で摩擦させること無く配置させることが可能となる。また、これにより、ライナ
ー２を直接牽引する場合に比べて、容易に牽引することが可能となり、更には、ライナー
２の伸びが減少し、ライナー２の品質を確保しつつ施工延長を長くすることが可能となる
。
【００６６】
　なお、配置装置４１を用いてライナー２を配置する場合、ライナー２に上述した滑材を
塗布しておくことにより、さらに容易にライナー２を本管１１内に配置することが可能と
なる。また、上述したようにライナー２を長手方向に折り畳む前に予めライナー２を短手
方向に複数回折り畳んでいてもよい。
【００６７】
　本発明を適用した管路橋更生方法の第３の実施の形態として、下記に説明するような先
端保護層２４及び袋体２５を用いるようにしてもよい。
【００６８】
　本実施形態において例えば図６に示すように、ライナー２の前端部２ａは、開口されて
おり、樹脂含浸層２２及び内面水密層２１が開口された外装保護層２３より突出された形
状により構成される。これにより、ライナー２の前端部２ａにおいて、樹脂含浸層２２ａ
が露出されて構成される。また、ライナー２の内面水密層２１内には、例えば図６に示す
ように、風船状の袋体２５が予め挿入されて用いられる。更に、突出された樹脂含浸層２
２の外周面には、先端保護層２４が取り付けられて構成される。なお、先端保護層２４に
は、ライナー２を牽引するためのワイヤー３３と図示しない先端保護層２４を剥離する剥
離ワイヤーとが取り付けられ、更に袋体２５には、補助ワイヤー３７が取り付けられてい
る。これらのワイヤー３３、剥離ワイヤー及び補助ワイヤー３７は、曲管３２から埋設管
３１を介して挿通されて、図示しないウインチに対して取り付けられている。この図示し
ないウインチは、埋設管３１内に設けられていてもよいし、埋設管３１に接続されている
マンホール周囲に設けられていてもよい。
【００６９】
　この先端保護層２４は、外装保護層２３と同様の材質から構成され、例えばポリエステ
ル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等のフィルム又は繊維
等によって具体化される。この先端保護層２４は、ステップＳ１２の配置工程でライナー
２の前端部２ａを牽引する際に、露出された樹脂含浸層２２ａを保護するものである。
【００７０】
　この袋体２５は、可撓性及び気密性のあるものであればいかなる材質で構成されていて
もよく、例えばシリコンチューブ、ポリエステル補強ポリエチレンチューブ、ゴム風船等
によって具体化される。
【００７１】
　本実施形態においては、ステップＳ１３の剥離工程において、図示しない剥離ワイヤー
を引張ることにより、ライナー２の前端部２ａを露出させる。次に、ステップＳ１４の圧
入工程においては、この袋体２５の内部に気体又は液体を圧入させることによってライナ
ー２を本管１１内面に圧着させる。これにより、外装保護層２３及びライナー２の前端部
２ａの露出された樹脂含浸層２２ａが本管１１内面に対して圧着される。そして、この後
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のステップＳ１５の硬化工程において、この袋体２５は、内部に加熱された気体又は液体
を流入させたり、内部に予め挿入しておいた図示しない光照射装置により樹脂含浸層２２
に光を照射させたりすることにより、ライナー２を本管１１内に対して固着させる。なお
、この後に、袋体２５は、その一端口に取り付けられた補助ワイヤー３７を牽引すること
により除去されるようにしてもよいし、図示しないライナー２の後端部２ｂを開口して、
そこから直接牽引することにより除去するようにしてもよい。
【００７２】
　本実施形態においては、先端保護層２４を用いて上述する動作を行うことにより、本管
１１の一端側にしか着脱管１２が設けられていない場合であっても、本管１１の他端側の
管口処理を容易に行うことが可能となる。即ち、本管１１の他端側に着脱管１２が設けら
れていない場合、例えば図１（ｂ）に示すような、到達口１５ｂが無いため、ライナー２
の前端部２ａを本管１１の外部から剥離することができないことになる。しかしながら、
本実施形態においては、剥離工程において先端保護層２４を剥離ワイヤーを引張るのみの
単純な操作により、遠隔地より容易に樹脂含浸層２２ａを露出させることが可能となる。
これにより、圧入工程において、本管１１の他端側に対しても樹脂含浸層２２ａを本管１
１内面に圧着させることができ、管口処理が容易に行われることになる。
【００７３】
　また、本管１１の他端側に着脱管１２が設けられていない場合、圧入工程においてライ
ナー２内より十分な圧力を加えるためには、本管１１内部のみならず、埋設管３１及び曲
管３２内にまで気体又は液体を圧入させる必要がある。しかしながら、袋体２５を用いる
ことにより、圧入工程において、袋体２５内部にのみ気体又は液体を圧入させれば足りる
ようになる。これにより、圧入工程において、ライナー２を本管１１内面に圧着させるた
めに必要となる気体又は液体の量が削減でき、ひいては、工事費用等を削減できる。
【００７４】
　ちなみに、本実施形態において用いられた袋体２５は、管路橋１の両端側に着脱管１２
が取り付けられている場合に用いてもよいのは勿論である。また、本実施例において用い
られた先端保護層２４も同様に、管路橋１の両端側に着脱管１２が取り付けられている場
合に用いてもよいのは勿論である。
【００７５】
　また、本発明を適用した管路橋更生方法の第４の実施形態として、本管１１に分枝され
る分枝管１６がある場合には、後述する型枠管５１を用いることにより管路橋１を更生す
るようにしてもよい。
【００７６】
　本実施形態においては、例えば図７に示すように、本管１１より分枝される分枝管１６
内に型枠管５１を挿入する。この型枠管５１は、分枝管１６の内径より小さい外径の中空
筒状で構成される。この型枠管５１は、型枠管５１の一端側５１ａに取付けられた押さえ
板５２と、型枠管５１の外周において外周面に略垂直となるように取り付けられたスペー
サー５３と、型枠管５１の他端側５１ｂ内面に嵌装された閉塞板５４とを備えている。
【００７７】
　押さえ板５２は、板状の形状をしており、鋼板等によって具体化される。また、スペー
サー５３は、型枠管５１を分枝管１６内に挿入した後に、型枠管５１の位置を固定するた
めに用いられ、型枠管５１と同様の材料によって具体化される。また、閉塞板５４は、例
えばＦＲＰ板等によって具体化され、これにより、閉塞板５４に対して容易に開口を穿孔
することが可能となる。
【００７８】
　本実施形態における管路橋更生方法の工程について説明する。なお、本実施形態におけ
る各工程は、上述したステップＳ１１～Ｓ１６のステップと並行して行う。
【００７９】
　まず、ステップＳ１１の取り外し工程において、分枝管１６の一端側１６ａに図示しな
い取付弁が取り付けられている場合は、取付弁を分枝管１６より取り外す。次のステップ
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Ｓ１２の配置工程においては、上述したステップＳ１２と同様の作業を行い、ライナー２
を本管１１内に配置させる。そして、ステップＳ１３の剥離工程においては、例えば図４
（ｂ）に示すように、本管１１の両端部に位置する外装保護層２３に加え、ライナー２を
本管１１に対して圧着させた際に連結口１７の周囲に位置する外装保護層２３を剥離し、
樹脂含浸層２２ａ及び樹脂含浸層２２ｂを露出させる。
【００８０】
　ここで、ステップＳ１４の圧入工程より前に、型枠管５１を分枝管１６内に挿入し、固
定しておく。そして、ステップＳ１４の圧入工程では、例えば図８（ａ）に示すように、
ライナー２内に気体又は液体等を圧入することによってライナー２を膨張させ、外装保護
層２３と、露出させた樹脂含浸層２２ａ及び樹脂含浸層２２ｂとを本管１１内面に対して
圧着させる。ここで、圧入工程において、押さえ板５２を型枠管５１の取付けられている
方向に押圧することにより、連結口１７を介して膨張するライナー２によって押圧される
型枠管５１を、位置が動かないように保持することが可能となる。
【００８１】
　この圧入工程において、型枠管５１内に閉塞板５４を挿入しておくことにより、ライナ
ー２が他端側５１ｂの型枠管５１内を通して膨張することが防止される。即ち、型枠管５
１の他端側５１ｂを連結口１７付近に固定しておいた場合、圧入工程において、ライナー
２が分枝管１６内にまで膨張しなくなる。これによって、連結口１７周囲に位置するライ
ナー２の厚さを維持でき、ひいては、連結口１７周囲に位置するライナー２の品質、強度
を保持したままライナー２を本管１１内面に固着させることができる。
【００８２】
　次に、ステップＳ１４の圧入工程からステップＳ１５の硬化工程までの間に、分枝管１
６内面と型枠管５１外面との間に形成される間隙に対して、樹脂含浸層２２に含浸されて
いる硬化性樹脂と同様の材質であって液状の樹脂を充填させ、例えば図８（ｂ）に示すよ
うに、分枝管樹脂層５５を形成させる。この分枝管樹脂層５５を形成させる充填工程にお
いて、型枠管５１は、分枝管樹脂層５５を形成するための型枠として用いられている。
【００８３】
　そして、ステップＳ１５の硬化工程において、分枝管樹脂層５５を樹脂含浸層２２とと
もに硬化させることにより、型枠管５１を分枝管樹脂層５５とともに分枝管１６内面に対
して固着させる。この工程において、分枝管１６が短い場合等は、同工程において加熱さ
れる本管１１の熱伝導により、分枝管１６及び分枝管樹脂層５５も加熱されて、ライナー
２とともに硬化されることになる。
【００８４】
　なお、光硬化性樹脂を用いている場合には、型枠管５１内に図示しない光照射装置を導
入し、光を分枝管樹脂相５５に対して照射することにより分枝管樹脂層５５を固着させる
。更に、また、分枝管樹脂相５５の加熱が不十分な場合には、型枠管５１内に加熱液体を
流入させたり、ライナー２内に穴を穿孔させて型枠管５１内にも連結口１７を介して加熱
液体が流入させたりするようにしてもよい。これにより、分枝管１６が極端に長い場合で
あったり、管路橋１周囲の環境が低温度下にある場合であっても、分枝管樹脂層５５を十
分に硬化させることができる。
【００８５】
　なお、分枝管樹脂層５５を形成する硬化性樹脂は、樹脂含浸層２２に含浸されている硬
化性樹脂と同様のものでなくてもよく、本硬化工程における硬化条件等に応じて適宜選定
してよい。
【００８６】
　そして最後に、ステップＳ１６の後処理工程において、分枝管１６を実用化させるため
、例えば図８（ｃ）に示すように型枠管５１内の一端側５１ｂからライナー２内にむけて
穿孔し、連結口１７周囲を開口させる。そして、この後、押さえ板５２を取り外し、図示
しない空気弁を再度取付けることにより分枝管１６を復旧させる。このとき、型枠管５１
は、撤去してもよいし残置してもよい。分枝管長が長い場合や、曲がりくねった分枝管で
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ある場合は、残置することにより大幅に施工工程が削減できる。また、このとき、空気弁
を劣化度合いにより新しいものを取り付けるようにしてもよい。
【００８７】
　この一連の工程を行うことにより、管路橋１は、分枝管樹脂層５５と樹脂含浸層２２と
を同時に一体的に硬化させるため、両層間において継ぎ目が生じることなく硬化され、ひ
いては、本管１１内と外装保護層２３との間の密閉性が向上する。また、本管１１と分枝
管１６との更生を同時に行うことができるため、工程期間の削減にも効果がある。更に、
分枝管１６の管外から型枠管５１を挿入し、液状の樹脂を充填する施工であるため、分枝
管の口径や分枝角度に制限されることなく更生を行うことが可能となる。
【００８８】
　なお、この型枠管５１は、空気弁、圧力計、温度計等の計器を取り付けるための図示し
ない継手部を含むようにしてもよい。このような図示しない継手部を含む型枠管５１を用
いることにより、全工程終了後において、型枠管５１は、各種計器をそのまま使用するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明を適用した管路橋更生方法を説明するための正面図である。
【図２】ライナーの具体的な構成例を示す図である。
【図３】本発明を適用した管路橋更生方法の工程を示すフローチャートである。
【図４】剥離工程において外装保護層を剥離する範囲について説明するための図である。
【図５】本発明を適用した管路橋更生方法の他の実施例を説明するための図である。
【図６】本発明を適用した管路橋更生方法の他の実施例を説明するための図である。
【図７】分枝管を更生するために使用される型枠管について説明するための図である。
【図８】型枠管を用いて分枝管を更生する工程について説明するための図である。
【図９】従来技術について説明するための図である。
【符号の説明】
【００９０】
１　管路橋                  
２　ライナー         
１１　本管                  
１２　着脱管                
１３　支持部                
１４　橋台                  
１５　開口部                
１６　分枝管                
１７　連結口
２１　内面水密層            
２２　樹脂含浸層
２３　外装保護層
２４　先端保護層            
２５　袋体                  
３１　埋設管                
３２　曲管                  
３３　ワイヤー                     
３４　ウインチ                     
３５　止水栓
３７　補助ワイヤー          
４１　配置装置
４２　車軸                  
４３　滑車                  
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４６　折り返し部
５１　型枠管                
５２　押さえ板                     
５３　スペーサー            
５４　閉塞板                
５５　分枝管樹脂層                 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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