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（ 開 発 の 趣 旨 ）
現在，国内の下水道管きょの総整備延長は約 47 万 km に達し，これにともない敷設された下水道用マンホールは推定で 1,500 万基以上
となっている。
これらのマンホールは日々劣化し，維持修繕や改築のコスト増加を招くとともに，老朽化に起因した道路陥没等のリスクが増大し，市民
の日常生活や社会活動に影響をおよぼしている。
一方，都市の発展とともに道路下には下水道のみならず水道，電気，ガスなどのインフラが輻輳して埋設されており，下水道マンホール
を再構築することは道路交通への影響を最小限に抑えるという考えからも困難な状況となっている。
そこで，それらの課題に対応するために，開削範囲を最小限に抑え，光硬化により短時間で現状の機能が復旧できるようなマンホール更
生工法を開発した。
（ 開 発 目 標 ）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性
呼び径 900 および呼び径 1000 の各マンホールに対して，施工可能であること。
（２）耐荷性能
更生マンホールの耐荷性能は，次の試験値であること。
１）
「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A-11）
」Ⅰ種と同等の軸方向耐圧強さおよび側方曲げ強さを有すること。
２）支持部モルタルの圧縮強度
25 N/mm2以上
３）曲げ強さ・曲げ弾性率
②曲げ強さの短期試験値（更生管）
100 N/mm2以上
①曲げ強さの短期試験値（平板）
210 N/mm2以上
④曲げ弾性率の短期試験値（更生管）4,500 N/mm2以上
③曲げ弾性率の短期試験値（平板）11,400 N/mm2以上
⑤曲げ強さの長期試験値
60 N/mm2以上
４）引張強さ・引張弾性率
②引張弾性率の短期試験値（更生管）3,000 N/mm2以上
①引張強さの短期試験値（更生管）
45 N/mm2以上
５）圧縮強さ・圧縮弾性率
②圧縮弾性率の短期試験値（更生管）4,500 N/mm2以上
①圧縮強さの短期試験値（更生管）
50 N/mm2以上
（３）耐久性能
１）耐薬品性 更生材は，浸漬後曲げ試験において，次の試験値であること。
①基本試験（８液，23℃） 試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率および曲げ弾性率保持率 80 ％以上
②常温試験（２液，23℃） 試験液浸漬 1 年後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上
③促進試験（２液，60℃） 試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上
④長期曲げ弾性率推定値
50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換算値）7,220 N/mm2を下回らない。
２）耐硫酸性 更生材は，50 年後の最小外挿破壊ひずみが JSWAS K-2 で求められる値を下回らないこと。
３）耐劣化性 更生材の長期曲げ弾性率
9,500 N/mm2以上
４）水密性 更生材は，0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有すること。
（４）耐震性能
更生後のマンホールは，レベル１地震動，レベル２地震動に対し，耐震性を有すること。
（５）水理性能
更生後のマンホールは，下水の流下性能に影響を与える管口断面の縮小がないこと。
（６）維持管理性能
更生後のマンホールは，内空断面の縮小による昇降，管路の清掃・浚渫作業等に支障を与えないこと。

（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
「バーティライナー工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
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，施工要領書に従い，適正な施工管理のもとで行われているものとする。
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）本技術の開発目標は，
「下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料」
（2014 年 12 月（公財）日本下水道新技術機構）
に定める自立マンホール更生工法の要求性能による。
（２）マンホールと管きょの接続部の耐震継手を設置する場合は，装置の機能の有効性を検討すること。
（３）本技術の施工にあたっては，施工要領書に基づいた施工を行うこと。
（４）環境適用性能については，施工要領書に基づき，現場での施工時において，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
2025 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

東亜グラウト工業株式会社

（東京都新宿区四谷二丁目 10 番地）
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技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性
呼び径 900 および呼び径 1000 の各マンホールに対して，施工可能である。
（２）耐荷性能
更生マンホールの耐荷性能は，次の試験値である。
１）「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール（JSWAS A-11）」Ⅰ種と同等以上の軸方向耐圧
強さおよび側方曲げ強さ
２）支持部モルタルの圧縮強度

25 N/mm2 以上

３）曲げ強さ・曲げ弾性率
①曲げ強さの短期試験値（平板）

210 N/mm2 以上

②曲げ強さの短期試験値（更生管）

100 N/mm2 以上

③曲げ弾性率の短期試験値（平板）

11,400 N/mm2 以上

④曲げ弾性率の短期試験値（更生管）
⑤曲げ強さの長期試験値

4,500 N/mm2 以上
60 N/mm2 以上

４）引張強さ・引張弾性率
①引張強さの短期試験値（更生管）
②引張弾性率の短期試験値（更生管）

45 N/mm2 以上
3,000 N/mm2 以上

５）圧縮強さ・圧縮弾性率
①圧縮強さの短期試験値（更生管）
②圧縮弾性率の短期試験値（更生管）

50 N/mm2 以上
4,500 N/mm2 以上

（３）耐久性能
１）耐薬品性
更生材は，浸漬後曲げ試験において，次の試験値である。
①基本試験（８液，23℃）
試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率および曲げ弾性率保持率 80 ％以上
②常温試験（２液，23℃）
試験液浸漬 1 年後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上
③促進試験（２液，60℃）
試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上
④長期曲げ弾性率推定値
50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換算値）7,220 N/mm2 を下回らない。
２）耐硫酸性
更生材は，50 年後の最小外挿破壊ひずみが JSWAS K-2 で求められる値を下回らない。
３）耐劣化性
更生材の長期曲げ弾性率

9,500 N/mm2 以上

４）水密性
更生材は，0.1 MPa の内・外水圧に耐える水密性を有する。

㸦㸲㸧⪏㟈ᛶ⬟
᭦⏕ᚋࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ㸯ᆅ㟈ື㸪ࣞ࣋ࣝ㸰ᆅ㟈ືᑐࡋ㸪⪏㟈ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧Ỉ⌮ᛶ⬟
᭦⏕ᚋࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡣࠊୗỈࡢὶୗᛶ⬟ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ⟶ཱྀ᩿㠃ࡢ⦰ᑠࡀ࡞࠸ࠋ
㸦㸴㸧⥔ᣢ⟶⌮ᛶ⬟
᭦⏕ᚋࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡣ㸪ෆ✵᩿㠃ࡢ⦰ᑠࡼࡿ᪼㝆㸪⟶㊰ࡢΎᤲ࣭ὼ

సᴗ㸪ࢸࣞࣅ࣓࢝ࣛ➼ㄪᰝ

ᶵჾࡢᤄධ➼ᨭ㞀ࢆ࠼࡞࠸ࠋ
ᢏ⾡ࡢ㐺⏝⠊ᅖ
技術の適用範囲
࠙✀

㢮ࠚ㸸⤌❧࣐࣮ࣥ࣍ࣝ࠾ࡼࡧ⌧ሙᡴࡕ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ

࠙ᙧ

≧ࠚ㸸ᙧ㸪ࡧᚄ  ࠾ࡼࡧࡧᚄ  ࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ

࣐࣮࠙ࣥ࣍ࣝ῝ࡉࠚ㸸㸳㹫௨ୗ
ᕤᐇ⦼
施工実績
ᕤᖺ᭶

ᕤሙᡤ

 ᖺ㸲᭶

ᾏ㐨ᮐᖠᕷෆ

 ᖺ㸯᭶

㜰ᗓሜᕷෆ

✀㢮
ᪧ㸯ྕ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ
㸦ࡧᚄ 㸧
㸯ྕ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ

῝ࡉ㸦㹫㸧



ᢏ⾡ಖ᭷♫࠾ࡼࡧ㐃⤡ඛ
技術保有会社および連絡先
࠙ᢏ⾡ಖ᭷♫ࠚ  ᮾளࢢࣛ࢘ࢺᕤᴗᰴᘧ♫          KWWSZZZWRDJFRMS
࠙ၥྜࡏඛࠚ    ᮾளࢢࣛ࢘ࢺᕤᴗᰴᘧ♫
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インターネットによる情報公開
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡿሗබ㛤
࣭බ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏୗỈ㐨᪂ᢏ⾡ᶵᵓ  KWWSVZZZMLZHWRUMS
࣭ᘓタᢏ⾡ᑂᰝド᫂༠㆟        KWWSZZZMDFLFRUMSVLQVD

