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（ 開 発 の 趣 旨 ）
下水道関連施設は建設から維持管理の時代に入り，施設の改築・修繕による長寿命化対策等が一層求められている。下水道関連施設のコ
ンクリート防食被覆工法では，成型板等によるシートライニング工法の適用があるが，躯体とシートとの間隙にモルタル等を充てんする方
法であるため，アンカーボルトや支保工を必要とするなど施工上の課題があった。また，成型板の目地部については，成型目地やシール材
が被覆材の弱点となるばかりでなく，地下水位のある地下構造物において水密性が期待できない。
そこで，
「紫外線硬化型によるＦＲＰ製のＰＰＳシート」をコンクリート施設にライニングすることで，水密性の高い防食ライニングや
剥落防止等を図ることができ，また施工性を改善させたプリプレグ後貼り型シートライニング工法を開発した。
今回，
「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」
（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）の改定に伴い，
プリプレグ後貼り型シートライニング工法による品質規格に合わせた試験を行った。
（ 開 発 目 標 ）
：開発目標（１）
◇基準達成型 ’
19 審査－防食（シートライニング工法）
◇開発目標型審査：開発目標（２）～（７）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）防食被覆性能：ＰＰＳシートは，次に示す項目について，
「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」
（平成 29 年 12 月
（地共）
日本下水道事業団）
のプリプレグ後貼り型シートライニング工法の品質規格に適合する品質性能を有すること。
１）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
２）遮断性
① 硫黄侵入深さ：シート部およびパテ露出部は，10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の硫黄侵入深さが設
計厚さに対し１％以下であること。
② 透水性：シート部およびパテ露出部は，透水量が 0.15 ｇ以下。
３）接着安定性：標準状態 1.5 N/mm2 以上，吸水状態 1.2 N/mm2 以上。
４）外観性：被覆にしわ，むら，はがれ，割れなどのないこと。
５）耐アルカリ性：水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
６）重合せ部のせん断接着強さ：重合せ部でシートが破断しないこと。
７）耐有機酸性：５％の酢酸水溶液（23℃±２℃）に，60 日浸漬しても被覆に，ふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
（２）耐摩耗性：ＰＰＳシートは，硬質塩化ビニルと同等程度の耐摩耗性を有すること。
（３）耐衝撃性：ＰＰＳシートは，耐衝撃性を有すること。
（４）水密性：ＰＰＳシートは，0.5 MPa の外水圧に対して水密性を有すること。
（５）施工性：次の各条件において施工が可能であること。
①角形構造：作業者が施工可能な角型構造
②円形構造：管きょ－呼び径 900 以上，マンホール－１号以上
（６）固着性：施工したＰＰＳシートがコンクリートと 1.5 MPa 以上の固着性を有すること。
（７）剥離防止性：コンクリート壁面および天井面から剥落しないこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった
「ＰＰＳライニング工法 」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2010 年３月８日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提
（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）基準達成型の審査は，
「JIS A 7502 下水道構造物のコンクリート腐食対策技術」による要求性能に対して，
「下水道コンクリート
構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」
（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）に定める要求値について確認した
ものである。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
（１）本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
（２）本技術のマンホール内や管路内の施工にあたっては，標準施工要領に基づき，一般に要求される騒音・振動，大気汚染の各対策
に加え臭気対策等適切な措置を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )
５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2025 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

積水化学工業株式会社

（東京都港区虎ノ門二丁目 10 番４号）
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ＰＰＳライニング工法は，
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「紫外線硬化型によるＦＲＰ製のＰＰＳシート」を老朽化したコンクリー
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ト施設にライニングすることで水密性が高く，剥落防止を図ることができるシートライニング防食工法
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である。対象構造物に特殊プライマーを塗布し，ＰＰＳシートを貼り付け後に紫外線照射してコンクリ
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ート表面にＦＲＰ層を形成する。
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の略で，工場で強化繊維に紫外線硬化型樹脂を含浸させシート状にした
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ものであり，紫外線を照射することで樹脂の硬化が開始し，短時間でＦＲＰとなる。そのため，一定の
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品質を保ちながら施工時間が短いという特長を持つ。ࡲࡓ㸪
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現場においてシートの切断や加工が可能で，
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ステップの撤去も不要など，施設の形状を選ばない自由な施工が可能である。

ＰＰＳシート
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ＰＰＳライニング工法の構成
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シート硬化（紫外線照射工）
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シート硬化（紫外線照射工）

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）防食被覆性能
ＰＰＳシートは，次に示す項目について，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び
防食技術マニュアル」（平成 29 年 12 月（地共）日本下水道事業団）のプリプレグ後貼り型シ
ートライニング工法の品質規格に適合する品質性能を有する。
１）耐硫酸性
10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
２）遮断性
① 硫黄侵入深さ
シート部およびパテ露出部は，10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の硫黄侵入深さ
が設計厚さに対し１％以下である。
② 透水性
シート部およびパテ露出部は，透水量が 0.15 ｇ以下。
３）接着安定性
標準状態 1.5 N/mm2 以上，吸水状態 1.2 N/mm2 以上。
４）外観性
被覆にしわ，むら，はがれ，割れなどのない。
５）耐アルカリ性
水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
６）重合せ部のせん断接着強さ
重合せ部でシートが破断しない。
７）耐有機酸性
５％の酢酸水溶液（23℃±２℃）に，60 日浸漬しても被覆に，ふくれ，割れ，軟化，溶出が
ない。
（２）耐摩耗性：ＰＰＳシートは，硬質塩化ビニルと同等程度の耐摩耗性を有する。
（３）耐衝撃性：ＰＰＳシートは，耐衝撃性を有する。
（４）水密性：ＰＰＳシートは，0.5 MPa の外水圧に対して水密性を有する。
（５）施工性：次の条件において施工が可能である。
①角形構造：作業者が施工可能な角形構造
②円形構造：呼び径 900 以上の管きょ，１号マンホール（φ900mm）以上
（６）固着性：施工したＰＰＳシートがコンクリートと 1.5 MPa 以上の固着性を有する。
（７）剥離防止性：コンクリート壁面および天井面から剥落しない。

基準達成型の区分
基準達成型の区分
基準達成型 ’19－防食（プリプレグ後貼り型シートライニング工法）
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技術の適用範囲
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技術保有会社および連絡先
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