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（ 開 発 の 趣 旨 ）
下水道整備の進展にともない，マンホールの施設ストックが膨大となり，さらに，施設の老朽化や下水道特有の硫化水素に起因する硫酸
腐食等のコンクリート劣化が顕在化しており，その中でも耐荷力が失われたマンホールが増加している。また，埋設されているマンホール
の中には無筋構造物も多く存在し，既設マンホールの残存強度に一部依存する従来の複合マンホール更生工法では耐荷力等の回復が図れな
かった。
そこで，ジックボードＪ工法の基となるジックボードＭ工法（複合マンホール更生工法）の性能を維持し，なおかつ既設マンホールの残
存強度を期待せず，更生材のみで耐荷性能および耐震性能等を有する自立マンホール更生工法としてジックボードＪ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：円形１号～３号マンホールに施工できること。
（２）耐荷性能
１）更生部材は，
「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール (JSWAS A-11)」Ⅰ種に規定する耐荷能力を有すること。
２）ジックボードＪ工法にもちいるジックグラウトの圧縮強度は，45 N/mm2以上であること。
３）ジックグリッドは次の試験値を有すること。
①引張強度 1000 N/mm2以上，引張弾性率 60000 N/mm2以上
②重ね継目部の曲げ強度は，継目部のないジックグリッドと同等程度。
（３）耐久性能
１）耐薬品性：ジックボードは，
「下水道用プラスチック複合管 (JSWAS K-2)」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐硫酸性：硫酸環境下におけるジックボードは，50 年間相当の耐硫酸性を有すること。
３）水密性：ジックボードＪ工法で更生したマンホールの接合部は，0.10 MPa の外水圧に対し漏水がないこと。
（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地震動に対して耐震性能を有すること。
（５）水理性能：更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく下水の流下性能に影響のないこと。
（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。
（７）防食被覆性能：表面部材（ジックボード）は以下の性能を有すること。
１）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸漬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：10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸漬した時の侵入深さが設計厚さに対して１％以下であること。
目地部は 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て５% 以下であること，
かつ，100 μm 以下であること。
②透水性：透水量が 0.15 ｇ以下
３）接着安定性 ( 全面接着型 )：全面で化学的接着によりコンクリートと一体化する工法では，標準状態で 1.5 N/mm2以上，吸水状態
で 1.2 N/mm2以上であること。
４）外観性：被覆にしわ，むら，剥がれ，割れのないこと。
５）耐アルカリ性：水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がないこと。
６）耐有機酸性：５％の酢酸水溶液 (23 ℃±２℃ ) 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。

（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
「ジックボードＪ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，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。
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）ジックボードＪ工法は，
「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 )
に定めた自立マンホール更生工法の要求性能による。
（２）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。
（３）環境適用性能については，標準施工要領に基づき，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

日本ジッコウ株式会社

（兵庫県神戸市西区南別府一丁目 14 番６号）
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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
円形１号～３号マンホールに施工できる。
（２）耐荷性能
１）更生部材は，
「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール(JSWAS A-11)」Ⅰ種に規定する耐荷力
を有する。
２）ジックボードＪ工法にもちいるジックグラウトの圧縮強度は，45 N/㎟圧縮強度以上である。
３）ジックグリッドは次の試験値を有する。
①引張強度 1000 N/㎟以上
引張弾性率 60000 N/㎟以上
②重ね継目部の曲げ強度は，継目部のないジックグリッドと同等程度。
（３）耐久性能
１）耐薬品性
ジックボードは，「下水道用プラスチック複合管(JSWAS K-2)」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）耐硫酸性
ジックボードは、50 年間相当の耐硫酸性を有する。
３）水密性
ジックボードＪ工法で更生したマンホールの接合部は，0.1 MPa の外水圧に対する水密性を有す
る。
（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地震動に対して耐震性能を有する。
（５）水理性能
更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく下水の流下性能に影響がない。
（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・浚渫作業に支障をあたえない。
（７）防食被覆性能
表面部材（ジックボード）は以下の性能を有する。
「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）の成形品後貼り型シートライニング工法の品質規格に適合。
１）耐硫酸性
２）遮断性
３）接着安定性(全面接着型)
４）外観性
５）耐アルカリ性
６）耐有機酸性

技術の適用範囲
技術の適用範囲
・種類：組立マンホール，現場打ちマンホール
・形状：円形１号，２号，３号マンホール
・深さ：５ ｍ以下
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年度

所在地

平成 30 年

愛知県

平成 30 年

鳥取県

平成 30 年

鳥取県

平成 30 年

静岡県

工事件名

マンホール種類

千種区高見町１丁目地内始め
３箇所下水道改築工事
北栄町マンホールポンプ補修
工事(大谷４号)
北栄町マンホールポンプ修繕
工事(由良宿２号)
湊処理区マンホール更生工事

２号マンホール

２基

３号マンホール

１基

３号マンホール

１基

１号マンホール

２基

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先
【技術保有会社】

日本ジッコウ株式会社

【問合せ先】

日本ジッコウ株式会社

http://www.jikkou.co.jp/
技術企画部

TEL 078-920-1115

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開
・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/

