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1.

START

検討目的
１．検討目的
高度経済成長期に建設された処理場やポンプ場の
高度経済成長期に建設された処理場やポンプ場の
老朽化が進んでいることから，流入管や放流管の耐
老朽化が進んでいることから，流入管や放流管の耐
震対策や老朽化対策を急がなければならない。しか
し，多くはバイパス機能などを有しないことから，
震対策や老朽化対策を急がなければならない。しか
長期間の送水停止やドライ化が困難であり，対策工
し，多くはバイパス機能などを有しないことから，
事を実施できないという大きな課題を抱えている。
長期間の送水停止やドライ化が困難であり，対策工
小口径管においては管内に下水を流下させつつ更
生工法を実施していることから，大口径管において
事を実施できないという大きな課題を抱えている。
も高水位下で管内に下水を流下させつつ施工可能な
小口径管においては管内に下水を流下させつつ更
工法について，類似事例の調査や，管更生工法の試
生工法を実施していることから，大口径管において
行実験を行い，実現可能な方法に関する研究を行っ
も高水位下で管内に下水を流下させつつ施工可能な
た。
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4.1
本研究は，下水道技術開発連絡会議における「処
２．検討体制
高水位下など，人が入れない箇所での調査技術や
理場やポンプ場の流入出管や施設を対象とした耐震
高水位下など，人が入れない箇所での調査技術や
対策技術について，下水道事業以外の土木分野での
補強工事，改築工事の研究」として，札幌市，仙台
2.1 検討体制
対策技術について，下水道事業以外の土木分野での
事例や対策技術の調査を行った（表－１）
。
市，さいたま市，千葉市，東京都，川崎市，横浜市，
本研究は，下水道技術開発連絡会議における「処
事例や対策技術の調査を行った（表-１）
。
4.1.1
アンケート調査の概要
相模原市，新潟市，静岡市，浜松市，名古屋市，京
理場やポンプ場の流入出管や施設を対象とした耐震
4.1.1 アンケート調査の概要
都市，大阪市，堺市，神戸市，岡山市，広島市，北 （１）調査対象：一般社団法人日本建設業連合会
補強工事，改築工事の研究」として，札幌市，仙台
（１）調査対象：一般社団法人日本建設業連合会
加盟会社 43 社
九州市，福岡市，熊本市，
（公財）日本下水道新技術
市，さいたま市，千葉市，東京都，川崎市，横浜市，
加盟会社 43 社
（２）調査期間：令和元年 7 月 17 日～8 月 31 日
機構で共同研究を行った。
相模原市，新潟市，静岡市，浜松市，名古屋市，京
（２）調査期間：令和元年
4.1.2
アンケート調査結果 7 月 17 日～8 月 31 日
都市，大阪市，堺市，神戸市，岡山市，広島市，北
4.1.2
アンケート調査結果
アンケートの結果
16 社（37%）から回答を得た。
調査フロー （公財）日本下水道新技術
九州市，福岡市，熊本市，
アンケートの結果 16 社（37%）から回答を得た。
このうち技術を保有しているとの回答は
3 件（19%）
，
機構で共同研究を行った。
水位を低下させ施工できる技術を保有しているとの
調査フローを図－１に示す。
このうち技術を保有しているとの回答は 3 件
（19%）
，
回答は
1
件（6%）であった。他分野からの応用技術
水位を低下させ施工できる技術を保有しているとの
３．調査フロー
について，改良により施工できる技術を保有してい
回答は 1 件（6%）であった。他分野からの応用技術
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また，技術を保有していると回答いただいたが，
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水位下対応ではないものがあった。
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表－２
下水供用化における施工条件
にて設定されている（表-２）
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表－2
下水供用化における施工条件
表－2 下水供用化における施工条件
本的に作業者が管きょ内で安全に作業できる条件下
にて設定されている（表-２）
。 施⼯条件
表－2 分類
下水供用化における施工条件
施⼯条件
⼯法名
⼯法名
分類
⽔深
流速
にて設定されている（表-２）
⽔深 。 施⼯条件
流速
SPR⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ600mm以下
1.0m/sec以下
表－2
下水供用化における施工条件
分類
SPR⼯法⼯法名
ら旋巻管
既設管径の30％かつ600mm以下
1.0m/sec以下
⽔深
流速
SPR-NX⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
表－2
下水供用化における施工条件
SPR-NX⼯法
ら旋巻管 既設管径の30％かつ600mm以下
既設管径の30％以下 施⼯条件
1.0m/sec以下
SPR⼯法
ら旋巻管
1.0m/sec以下
⼯法名
分類
ダンビー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ400mm以下
1.0m/sec以下
ダンビー⼯法
ら旋巻管 既設管径の30％以下
既設管径の30％かつ400mm以下
1.0m/sec以下
⽔深
流速
施⼯条件 1.0m/sec以下
SPR-NX⼯法
ら旋巻管
SWライナー⼯法
ら旋巻管
1.0m/sec以下
⼯法名
分類 既設管径の30％以下
SWライナー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
SPR⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ600mm以下
1.0m/sec以下
⽔深
流速
ダンビー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ400mm以下
1.0m/sec以下
ストリング⼯法
組⽴管
既設管径の17％かつ250mm以下
0.6m/sec以下
SPR-NX⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
ストリング⼯法
組⽴管
既設管径の17％かつ250mm以下
0.6m/sec以下
SPR⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ600mm以下
1.0m/sec以下
SWライナー⼯法
ら旋巻管 管きょ⾼さ1500未満⇒300mｍ以下
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
ダンビー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ400mm以下
1.0m/sec以下
SPR-NX⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
0.12m/sec以下
管きょ⾼さ1500未満⇒300mｍ以下
ストリング⼯法
組⽴管
既設管径の17％かつ250mm以下
0.6m/sec以下
0.12m/sec以下
パルテム・フローリング⼯法
組⽴管
（管内⽔替えを要す）
SWライナー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
ダンビー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％かつ400mm以下
1.0m/sec以下
（管内半川締切りを要す）
パルテム・フローリング⼯法
組⽴管
（管内⽔替えを要す）
管きょ⾼さ1500未満⇒300mｍ以下
（管内半川締切りを要す）
管きょ⾼さ1500以上⇒600mｍ以下
0.12m/sec以下
ストリング⼯法
組⽴管
既設管径の17％かつ250mm以下
0.6m/sec以下
SWライナー⼯法
ら旋巻管
既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
管きょ⾼さ1500以上⇒600mｍ以下
パルテム・フローリング⼯法
組⽴管
（管内⽔替えを要す）
◎800〜1500⇒既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
（管内半川締切りを要す）
管きょ⾼さ1500未満⇒300mｍ以下
3Sセグメント⼯法
- 組⽴管
ストリング⼯法
既設管径の17％かつ250mm以下
0.6m/sec以下
◎800〜1500⇒既設管径の30％以下
1.0m/sec以下
管きょ⾼さ1500以上⇒600mｍ以下
0.12m/sec以下
◎1650〜3000⇒500mm以下
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