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（ 開 発 の 趣 旨 ）
東日本大震災の発生以後，省エネルギー・創エネルギー対策は，社会的に大きな課題となっており，再生可能エネルギーの利活用がより一層求
められている。
下水は，大気に比べて夏冷たく冬温かいという特性を持っており，この下水の温度差エネルギー（下水熱）を利用した地域冷暖房などが実施さ
れてきている。
しかし，これまでの下水熱の利用は，主に処理場やポンプ所に隣接した地域に限られていた。そこで市街地の広範にわたって設置されている下
水管路から直接熱を回収する技術の確立が求められていた。
そこで，実績豊富な，ら旋巻による管きょ更生技術をもとに熱回収機能を付加した製管工法を開発した。
今回，１条プロファイルと２条プロファイルのうち，２条プロファイルを廃止した。また，ＳＰＲ工法に合わせた開発目標の再整理を行った。
（ 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：次の各条件下で施工できること。
①段差 30 mm 以下の継手部
②屈曲角 ３°以下の継手部
③下水供用下（水深：既設管の 20 ％以下，流速：1.0 m/sec 以下）
（２）耐荷性能：耐荷性能は，以下の性能であること。
１）複合管断面の破壊強度・外圧強さ
複合管は，
「下水道用鉄筋コンクリート管（JSWAS A-1）
」等の外圧試験により，新管と同等以上の強度を有すること。
２）充てん材の圧縮強度
充てん材の圧縮強度は，次の試験値であること。
ＳＰＲ裏込め材４号： 55.0 N/ ㎜2以上
３）充てん材のヤング率
充てん材のヤング率は，次の試験値であること。
ＳＰＲ裏込め材４号：28400 N/ ㎜2以上
（３）耐久性能：耐久性能は，以下の性能であること。
１）耐薬品性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）は，
「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）
」と同等以上の耐薬品性を有すること。
②熱回収管（高密度ポリエチレン製）は，
「下水道用ポリエチレン管（JSWAS K-14）
」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐摩耗性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
②熱回収管は，下水道用ポリエチレン管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
３）水密性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）のかん合部は，0.2 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有すること。
②熱回収管および継手部（高密度ポリエチレン製）は，1.5 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有すること。
４）一体性
既設管きょと充てん材が界面剥離せず一体性が確保されていること。
（４）耐高圧洗浄性：熱回収管および熱輸送管は，ポンプ圧力 20 MPa の高圧洗浄ではずれや破損のないこと。
（５）熱性能：次の条件において，総括伝熱係数 0.07 kW/m2 ・K 以上の熱性能を有すること。
①下水流速：0.2 m/sec 以上
②ブライン流速：0.6 m/sec 以上
③管内付着物厚み：２mm 以下

（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
「エスロヒート下水熱 らせん更生型」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 2016 年３月９日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2021 年 3 月 18 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，施工マニュアルに従い，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）本技術の施工にあたっては，施工マニュアル（抜粋）に基づいた施工を行うこと。
（２）環境安全性能については，施工マニュアルに基づき，現場での施工時において，一般に要求される騒音・振動，大気汚染の各対策等の適
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
2026 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

東京都下水道サービス株式会社
積 水 化 学 工 業 株 式 会 社
足 立 建 設 工 業 株 式 会 社

（東京都千代田区大手町二丁目６番２号）
（東京都港区虎ノ門二丁目 10 番４号）
（東京都豊島区東池袋三丁目７番９号）

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

技術の概要
技術の概要
本技術は，管きょの更生と同時に熱回収管を設置し，下水から直接熱を回収する機能を付加するも
ので，既設の円形管きょ内に帯状体の接合用かん合部材（以下，プロファイルという）をら旋状に製
管し，既設管との間隙に充てん材（以下，ＳＰＲ裏込め材という）を充てんして，既設管と一体化し
た複合管構造の管きょ更生工法である。
使用するプロファイルは，硬質塩化ビニル製の帯状体（ＳＰＲ工法と同一材料）とその内側にはめ
込まれた高密度ポリエチレン製の熱回収管からなる。
施工は，ドラムに巻かれたプロファイルを地上から下水管内に送り込み，製管機によりプロファイ
ルを連続的にかん合して円形形状に製管し，既設管内にら旋管を形成する。さらに，既設管とら旋管
との間隙にＳＰＲ裏込め材を充てんし，更生管とする。充てん完了後に更生管の管頂部に熱輸送管を
支持部材により固定し，熱輸送管と熱回収管を接続する。
熱回収は，ブライン（不凍液）を循環させた熱回収管と下水が直接接触することで行われる。熱回
収したブラインは熱輸送管を経由して，熱源として利用される。

図－１ 複合管構造図

写真－１ 製管状況
熱回収管
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図－２ １条プロファイル
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⑤
図－３ プロファイルのかん合機構

⑥熱回収管

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
次の条件下で施工できる。
①段差 30 mm 以下の継手部
②屈曲角３ °以下の継手部
③下水供用下（水深：既設管の 20 %以下，流速：1.0 m/sec 以下）
（２）耐荷性能
１）複合管断面の破壊強度・外圧強さ
複合管は，
「下水道用鉄筋コンクリート管（JSWAS A-1）
」等の外圧試験により，新管と同等以
上の強度を有する。
２）充てん材の圧縮強度
充てん材の圧縮強度は，次の試験値である。
ＳＰＲ裏込め材４号：55.0 N/㎜２以上
３）充てん材のヤング率
充てん材のヤング率は，次の試験値である。
ＳＰＲ裏込め材４号：28400 N/㎜２以上
（３）耐久性能
１）耐薬品性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）は，
「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）
」と同等以上の
耐薬品性を有する。
②熱回収管（高密度ポリエチレン製）は，「下水道用ポリエチレン管（JSWAS K-14）」と同等
以上の耐薬品性を有する。
２）耐摩耗性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗
性を有する。
②熱回収管は，下水道用ポリエチレン管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有する。
３）水密性
①帯状体（硬質塩化ビニル製）のかん合部は，0.2 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密
性を有する。
②熱回収管および継手部（高密度ポリエチレン製）は，1.5 MPa の外水圧および内水圧に耐
える水密性を有する。
４）一体性
既設管きょと充てん材が界面剥離せず一体性が確保されている。
（４）耐高圧洗浄性
熱回収管および熱輸送管は，ポンプ圧力 20 MPa の高圧洗浄ではずれや破損がない。
（５）熱性能
次の条件において，総括伝熱係数 0.07 kW/m2・K 以上の熱性能を有する。
①下水流速：0.2 m/sec 以上

②ブライン流速：0.6 m/sec 以上
③管内付着物厚み：２ mm 以下
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Ｏ市

既設管径

更生管径

管きょ延長

熱回収量
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900

810

82

49

備考欄
発注者：国土交通省
国土技術政策総合研究所

2013

Ｓ市

1200

1030

44.5

25

発注者：Ｓ市下水道部

2018

Ｔ市

1000

900

173

38

発注者：Ｔ市上下水道部

2019

Ｈ市

1650

1500

40

30

発注者：Ｈ市都市環境部

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】

【問合せ先】

東京都下水道サービス株式会社

https://www. tgs-sw.co.jp/

積水化学工業株式会社

https:// www.eslontimes.com/

足立建設工業株式会社

http://www.adachi-tokyo.co.jp/

積水化学工業株式会社

管路更生事業部

TEL 03-6748-6494

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2021 年３月 18 日～2026 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/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/

