2005年度

下水道新技術研究所年報〔1／2巻〕

二層構造管の設計手法
に関する研究
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研究目的

平成13年６月に(社)日本下水道協会より「管更生の
手引き(案)」が発刊され，下水道管更生の設計および
施工に関する標準的な考え方が示された。しかし，
「管
更生の手引き(案)」の適用範囲は，自立管（既設管の
強度を期待しない構造）と複合管（既設管と更生材が
一体となる構造）とされており，強度を有する既設管
に反転工法，形成工法で構築する二層構造管は，適用
範囲には含まれていない。
二層構造管の場合，既設管が損傷していても，その
損傷度によっては外力の一部を既設管が負担し，内部
に形成された更生管の変形を抑制するものと考えられ，
既設管の強度をゼロと想定する自立管よりも効率的な
設計を行うことができると考えられる。
本研究では，「損傷している既設管内に反転工法，
形成工法で構築した更生管が内接しており，既設管と
更生管が共に外力を負担する構造の管」を二層構造管
と考え，既設管の寄与を考慮した二層構造管の設計手
法を示す技術資料をまとめることを目的とする。
なお，
本技術資料でいう“二層構造管”とは外水圧だけでなく，
既設管と更生管が共に土圧等の外力に抵抗する構造の
ものとする。

研究体制

本研究は，
（財）下水道新技術推進機構と，旭テック
(株)，芦森エンジニアリング（株）
，芦森工業（株）
，
（株）大阪防水建設社，管水工業（株）
，ゴーセイイン
ター（株）
，ＴＭＳライナー（株）
，
（株）湘南合成樹脂
製作所，新日本製鐵（株）
，積水化学工業(株)，タキロ
ンエンジニアリング（株）の12者での共同研究で実施
する。
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技術資料の概要

二層構造管に求められる機能と効果を明確にし,埋
設載荷実験並びに数値シミュレーションに基づき，既
設管の寄与を考慮した二層構造管の設計手法について
技術資料として取りまとめたものである。
図－１に研究フローを示す。
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１．管更生の手引き・工法選定の手引きからの課題抽出

析シミュレーション（5.5ｍ土被り相当の荷重）の結果
によるものである。

２．既設管の損傷状態に対する調査
３．アンケート等による二層構造管の実態調査

調査研究方針の決定
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管きょ更生工法の概要

「管更生工法に関する検討委員会」

本技術資料では，反転工法・形成工法を次のように
形成方法別に分類する。
＜反転工法＞
（１）熱硬化タイプ（２）光硬化タイプ
＜形成工法＞
（１）熱硬化タイプ（２）光硬化タイプ
（３）熱形成タイプ

・埋設載荷実験・解析シミュレーションによる検討
・二層構造管の設計手法の確立

二層構造管の設計手法に関する技術資料の作成

図－１ 研究フロー
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適用範囲

本技術資料は，既設管の腐食，既設管の軸方向クラ
ック，円周方向クラックおよび浸入水等の損傷状態に
ある管きょに対して，既設管きょの残存強度を期待で
き，二層構造管として更生する場合に適用する。
本技術資料で取り扱う更生工法を表－１に示す。
表－１ 更生工法の分類
構造分類 機能分類 工法分類

管の形成
方法

工 法 名
ＩＣＰブリース工法／
同Ｇ工法
ＳＤライナー工法

熱硬化
反転工法

インシチュフォーム工
法
オールライナーｉ工法

5.1 単独管工法・設計法の現状と課題
「管更生の手引き（案）
」では，単独管については自
立管としての設計手法が示されており，更生管の強度
のみで外力に抵抗する設計方法となっている。
そして，
「既設管の劣化進行と更生管の強度低下の相関関係な
らびにＬＣＣ
（ライフサイクルコスト）
等を明確にし，
これら防食および止水等を目的とした更生工法の設計
手法を確立すること」や「経年変化した埋設管に作用
する土圧を実験等により解明し，その実態に見合った
算定式等を見いだすこと」等が今後の課題としてあげ
られている。
しかし，既設管が損傷している場合であっても，そ
の損傷度によっては外力の一部を負担し，内部に形成
された更生管の変形を抑制するものと考えられる。こ
のため，既設管の構造的な寄与を評価できれば，より
効率的に更生管の設計を行うことができる場合がある。

グロー工法
ホースライニング工法
単独管

二層

構造

構造管

光硬化
熱形成

インパイプ工法
ＥＸ工法
オメガライナー工法
ＦＦＴ－Ｓ工法
オールライナー工法／

形成工法

熱硬化

同Ｚ工法
パルテムＨＬ－Ｅ工法
パルテムＳＺ工法

光硬化

シームレスシステム工
法

※ただし，適用管径・適用管種等の詳細については各工法に
よって異なる

なお，本技術資料は，既設管径250㎜の更生管の埋設
載荷実験および既設管径200～800㎜の二層構造管の解

5.2 二層構造管に求められる機能および効果
二層構造管は，自立管の要求性能と同様に，耐荷能
力，耐薬品性，耐摩耗性，耐ストレインコロージョン
性に関して，新管と同等以上の性能を有していること
が求められている他に，
次のような機能が求められる。
(１) 既設管の劣化が進行した場合の安全性
(２) 繰り返し荷重が作用した場合の安全性
また，二層構造管の設計手法を導入することにより
期待される効果は，以下のとおりである。

(１)
(２)
(３)
(４)
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既設管を評価した効率的な管更生の実施
効率的な管きょ改築事業の実施
施工性の向上
流下能の向上
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5.3 二層構造管の施工管理
二層構造管の施工においては，
「管きょ更生工法の品
質管理 技術資料 －2005年３月－ 」
（財団法人 下
水道新技術推進機構）に基づき，施工管理や品質管理
に十分留意しなければならない。
特に，二層構造管の適用可否を判断するため，損傷
状況の把握が重要である。また，自立管に比べて更生
管厚が薄いことから，施工性がよい反面，管厚や材質
等の品質管理がより重要となる。

既設管調査（ＴＶカメラ調査）
調査結果の整理
（損傷内容，損傷断面位置明記）

管更生の要否

否

要

管の腐食，管の破損有無

無（円周方向クラックを含む）
※外水 圧以外の
荷重は 既設管が
負担

有（軸方向クラックを含む）
損傷パターン分類

自立管などの
二層構造管以外
と し て 設 計

不適

浸入水または
円周方向クラック
の有無

外力を分担する
二層構造管設計の
適用判定

有

本技術資料
の対象外

適
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土圧・活荷重に対する計算

外水圧に対する計算

外水圧に対する計算

二層構造管の設計手法

二層構造管の設計は，既設管の損傷パターンから二
層構造管設計の適用性を判定した後，既設管による管
厚低減係数を考慮した土圧･活荷重に対する必要更生
管厚と，外水圧に対する必要更生管厚から設計更生管
厚を決定する。

曲げ強度からの
必要更生管厚（Tm）
の計算（管頂･管底）

たわみ率からの
必要更生管厚（Td）
の計算

外水圧に対する
必要更生管厚（Tw）
の計算

外水圧に対する
必要更生管厚（Tw）
の計算

管厚低減係数 α1=0.4

管厚低減係数 α2=0.2

（たわみ率[5%]考慮
楕円変形率 C=0.64）

（たわみなし
楕円変形率 C=1.0）

二層構造管
外力を分担する二層構造管の設計更生管厚（Ｔ）の設定
Ｔ＝Max（Tm,Td,Tw）
・曲げ強度による必要更生管厚（Tm）
・たわみ率による必要更生管厚（Td）
・外水圧に対する必要更生管厚（Tw）

既設管が土圧･活荷重を負
担し，外水圧のみ負担する
二層構造管の設計更生管厚
（Ｔ）の設定
Ｔ＝Tw

これらの最大値を設計更生管厚とする

6.1 二層構造管の設計手順
既設管に腐食や軸方向クラック等の損傷が生じてい
る場合には，その損傷パターンから二層構造管設計の
適用性を判定した後，既設管による管厚低減係数を考
慮した土圧・活荷重に対する設計法により，曲げ強度
による必要更生管厚およびたわみ率による必要更生管
厚を算定する。更生管が地下水内に位置する場合，ま
たはその可能性のある場合には，外水圧に対する必要
更生管厚を計算し，これらの最大値を設計更生管厚と
する。
また，既設管に腐食や軸方向クラックがなく，円周
方向クラックや管の継手等からの浸入水がある場合，
またはその可能性のある場合については，外水圧に対
する必要更生管厚を算定し，これを設計更生管厚とす
る。
設計フローを図－２に示す。

図－２ 二層構造管設計フロー
6.2 既設管の損傷のモデル化
二層構造管の適用性を判定する資料とするため，既
設管きょの状況を管内調査に基づいて，管１本ごとお
よびスパン全体で整理する。
カメラ調査の縦断方向の損傷結果をもとに，既設管
の50年後の損傷をモデル化する。調査判定時における
既設管の損傷は，更生後50年の間にも，ある程度進行
すると考えられる。そこで，既設管の敷設後の経過年
数，現状の損傷状態，土壌の性質等を勘案して，更生
してから50年後の損傷状態を想定し，その状態を簡略
化した損傷モデルに置き換える。
ここでいう損傷とは，
管きょの軸方向クラック，腐食や鉄筋露出をいう。
カメラ調査結果の例を写真－１に，それを損傷モデ
ル化にする例を図－３に示す。

管頂に鉄筋３
本が露出して
いる
時間の経過と
共に，鉄筋の
腐食膨張が進
み，クラック
となる

写真－１ カメラ調査結果（例）
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【集中形】

鉄筋露出（将来クラック）

【単独形】
図－３ 既設管の 50 年後の損傷モデル化（例）
6.3 二層構造管設計の適用判定
既設管の損傷状況によっては，二層構造管として設
計するよりも自立管として設計するのが適する場合も
ある。したがって，既設管が図－４に示す損傷パター
ンのように，管断面の上半分の損傷が２か所以下の単
独型および分散型の場合に二層構造管として設計でき
るものとする。それ以外の場合には自立管等の二層構
造管以外の更生管として設計するものとする。
損傷位置が下記パターンと異なる場合でも，単独型
および分散型で上半部の損傷が２か所以下の場合には
適用できるものとする。
なお，１スパンの中で１箇所でも不適当な損傷パタ
ーンが存在する場合には，自立管等の二層構造管以外
で更生するものとする。
【全体形】

図－４ 二層構造管適用損傷パターン
（×印：適用外）
6.4 土圧・活荷重に対する設計法
「管更生の手引き（案）」では，曲げ強度およびた
わみ率の計算から必要更生管厚を算出し，大きいほう
の値を自立管の必要更生管厚としている。
二層構造管の必要更生管厚の算定では，これらの式
に既設管の寄与を考慮した，管厚を低減するための係
数（α1，α2）を埋設載荷実験並びに数値解析から求
め，適用する（①式，②式）。
管厚低減係数α1，α2は，二層構造管の適用損傷パ
ターンの中から，更生管にとって最も厳しい条件とな
る値から設定した。

【分散形】
【曲げ強度の計算から求めた必要更生管厚】

Tm =

D
2σ
1+
3 ⋅ α 1 ⋅ (k1 ⋅ q + k 2 ⋅ p )

・・・①式

ここで，
α1 ：既設管による管厚低減係数
（曲げ強度）＝０.４
ｑ ：土による鉛直土圧(N／mm2)
ｐ ：活荷重による鉛直土圧(N／mm2)
σ ：設計曲げ強度(N／mm2)
D
：更生管外径(mm)
k1 ：土による曲げモーメント係数※
（管頂:0.107，管底:0.121）
－114－
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：活荷重による曲げモーメント係数※
（管頂:0.079，管底:0.011）

ら，設計更生管厚を決定しなければならない。

【たわみ率の計算から求めた必要更生管厚】

Td =

D
・・・②式
E ⋅V
1+ 3
75 ⋅ α 2 ⋅ (K1 ⋅ q + K 2 ⋅ p )

ここで，
α2 ：既設管による管厚低減係数
（たわみ率）＝０.２
q
：土による鉛直土圧(N／mm2)
p
：活荷重による鉛直土圧(N／mm2)
E
：設計曲げ弾性係数(N／mm2)
D
：更生管外径(mm)
V
：たわみ率 ＝５％
K1 ：土によるたわみ係数※ ＝0.070
K2 ：活荷重によるたわみ係数※ ＝0.030
※ 基礎条件の係数（k1，k2，K1，K2）の有効支承角
は，120°（施工支承角 360°）とする（「管更生
の手引き（案）」p.24 参照）。

(２) 外水圧に対する設計法
二層構造管の設計において，既設管の内側にあ
る更生管に地下水による外水圧が作用する場合に
は，更生管が内側に変形しないように，座屈に対
して安全な更生管厚を設定する。
既設管で拘束された更生管の外側に水圧が作用
すると，図－５のように，更生管には軸力が働き，
水圧が大きくなると更生管に働く軸力も大きくな
るため，やがて更生管は内側に座屈する。
したがって，更生管の管厚は，座屈に対して安全
となるように設定されなければならない。
なお，既設管の損傷状態に応じて，下記の２種類
の場合がある。
① 更生管も土圧等の荷重を負担する場合
地下水位以下の既設管に，軸方向クラック等
の損傷がある場合。
② 更生管には外水圧のみが作用する場合
地下水位以下の既設管に，円環構造が保持さ
れており，円周方向クラック，継手等からの
浸入水がある場合。

6.5 外水圧に対する設計法
(１) 外水圧に対する設計の考え方
下水道用硬質塩化ビニル管等の可とう性の円形
管に
“埋戻し土による荷重および活荷重”
（以下
“荷
重”とする）が作用すると，管には曲げモーメン
トが発生し，管内側，管外側に引張応力，圧縮応
力が生じる。そして，管の曲げ強度に対しては，
引張応力が支配的となる。これに対して，外水圧
は管全周における管中心方向への力であり，管に
は主として軸圧縮力として作用する。
したがって，
荷重と外水圧が同時に作用した場合には，外水圧
による軸圧縮力が荷重による引張力を低減させる
こととなる。したがって，一般的な下水道管きょ
が埋設されている深さにおいては，更生工法にお
ける管厚は土による荷重および活荷重で決定され
る。そのため，自立管の設計においても，土によ
る荷重および活荷重により管の設計を行っている。
一方，二層構造管では既設管の寄与を考慮する
ことから，土圧・活荷重に対する必要更生管厚は
自立管より薄くなるため，外水圧による座屈に対
しても安全であるように設計しなければならない。
従って，二層構造管の設計においては，既設管
による低減係数を考慮した土圧･活荷重に対する
必要更生管厚と，外水圧に対する必要更生管厚か
－115－
－177－

既設管

更生管

図－５ 外水圧による更生管座屈の概念
外水圧による更生管の座屈に対しては，チモシ
ェンコの薄肉円筒の座屈式が，地中埋設管の設計
において広く用いられている。この式から導き出
された③式に基づき，必要更生管厚（Ｔw）を求め
る。
なお，更生管も土圧等の荷重を負担する場合に
は，鉛直方向のたわみを５％とし，外水圧以外の
荷重は既設管が負担する場合には，鉛直方向のた
わみはないものとする。
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Tw =

D
⎛ 2 ⋅ EL ⋅ K ⋅ C
⎜⎜
2
⎝ Pw ⋅ N ⋅ 1 − ν

(

)
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+1

ここで，
D
：更生管外径（＝既設管内径）
EL ：更生材の長期曲げ弾性係数（N／㎜ 2 ）
K
：支持向上係数 ＝７.０

{

C

：楕円変形率 ＝ (1 − q / 100) / (1 + q / 100 )

q

：変形率（％）

}

2 3

変形率
（q ）

楕円変形率（C ）

① 更生管も土圧
等の荷重を負担す
る場合

５％

0.64

② 更生管には外水
圧のみが作用する
場合

０％

1.00

条

Pw
N
ν

件

8．

：地下水による圧力（MPa）
：安全率＝２.０
：更生材のポアソン比

なお，支持向上係数 K については，塩ビ系，ガラ
ス繊維系および非ガラス繊維系更生管を対象に，外
水圧による座屈試験を行い，７以上であることを確
認した。

7．

技術資料の構成

第１章 総 則
第１節 目的
第２節 適用範囲
第３節 用語の定義

●この研究を行ったのは
研究第三部長
研究第三部技術課長
研究第三部審査課長
研究第三部研究員
研究第三部研究員

照沼
誠
鳥海
弘
本重 信宏
津島
勲
福島 恒利

まとめ

下水道の普及とともに，管路施設の総延長は平成16
年度末で37万 km に達している。こうした中，大都市を
中心に，
耐用年数50年を超過した管きょの改築･更新が
急務となっている。
本技術資料は，
｢残存強度を有する既設管に反転工法，
形成工法で構築した更生管が内接して既設管と更生管
が共に外力を負担する構造の管」を二層構造管と位置
付け，埋設載荷実験並びに数値解析に基づき，既設管
の寄与を考慮した二層構造管の設計手法を「管きょ更
生工法（二層構造管）技術資料」としてまとめたもの
であり，既設管きょの劣化診断調査結果から，簡便な
手法によって二層構造管の選定が可能となるものであ
る。
下水道資産の継続的な維持の観点から，老朽化した
管きょの効率的な改築計画を図るために，本技術資料
が広く役立つことを期待するものである。

●この研究に対するお問い合わせは
技術評価部長
技術評価部副部長
技術評価部審査課長
技術評価部研究員

－116－
－178－

平林 正行
鳥海
弘
本重 信宏
福島 恒利

