令和３年度 建設技術審査証明事業
（下水道技術）
技術概要書
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（ 開 発 の 趣 旨 ）

従来，マンホールと本管の接続にはモルタルをもちいることが多かったため，重車両の通行による振動や管きょ等の不同沈下によって，
マンホールと本管の接続部や管きょが破損を受け，浸入水や漏水が発生していた。そのことが，①管路内への土砂等の流入による道路の陥
没②終末処理場やポンプ場への流入量増加③管路等の修理費増大など諸問題の原因の一つとなっていた。
本技術は，それら諸問題解決の一つとして，マンホールと本管との接続方法の改善に取り組み，①止水性・屈曲性・伸縮性・可とう性に
優れる，②レベル２地震動に適応する性能を有する，③耐久性がある，④作業環境にあまり左右されることなく，施工を容易にする，の４
点を目的に開発したものである。
（ 開 発 目 標 ）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：組立マンホールと本管の接続部は，次のそれぞれの条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有す
ること。
また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏平があっても上述の水圧に耐える水密
性を有すること。
１）本管が硬質塩化ビニル管の場合
①屈曲角 15 °
②管軸直角方向の変位 ± 20 ㎜
２）本管がリブ付硬質塩化ビニル管，ハイセラミック管の場合
①屈曲角 ８°
②管軸直角方向の変位 ± 10 ㎜
（２）耐震性（組立マンホール）：組立マンホールと本管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa に耐える水
密性を有すること。
①屈曲角 １°
②管軸方向の変位 ± 60 mm
また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏平があっても上述の水圧に耐える水密
性を有すること。
（３）耐震性（小型マンホール）：小型マンホールと本管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.05 MPa および内水圧 0.05 MPa に耐える水
密性を有すること。
①屈曲角 １°
②管軸方向の変位 ± 60 mm
また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏平があっても上述の水圧に耐える水密
性を有すること。
（４）物性：本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」
（Ⅳ類）に規定する物性を有し，ステンレスバンドは「JIS G 4303 ステンレス鋼棒」に
規定する化学成分を有すること。
（５）施工性：マンホールへの取付けは，15 分以内で完了できること。

（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
「スペーサ―ジョイントＮⅡｓ」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 2003 年３月６日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 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，標準施工手順に従い，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
本技術の施工にあたっては，標準施工手順に基づいた施工を行うこと。
( 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
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株 式 会 社 サ ン リ ツ
サンエス護謨工業株式会社

（富山県中新川郡立山町上中 143 番地）
（大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1 丁目９番 18 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
スペーサージョイントＮⅡｓは，本体ゴムとスペーサーおよびステンレスバンドで構成した下水道本
管とマンホールを接続する下水道マンホール用耐震性継手である。
本体ゴムは，筒状の弾性体で，可とう性および伸縮性を有する。取付けは，くさびの役割を果たすス
ペーサーを打ち込むことによって，マンホールに接続する。本管との接続部はステンレスバンドにより
止水する。
また，本技術は特殊治具・接着剤等を使用せずに取付け可能にした下水道マンホール用耐震性継手で
ある。
本製品

本製品

本 管

本 管

マンホール内側

マンホール内側

図－１ 製品の取付け断面１

図－２ 製品の取付け断面２

写真－１ 製品の外観
技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）可とう性：組立マンホールと本管の接続部は，次のそれぞれの条件で外水圧 0.10 MPa および
内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有する。また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ
付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏平があっても上述の水圧に耐える水密性を有する。
１）本管が硬質塩化ビニル管の場合
①屈曲角

15 °

②管軸直角方向の変位

± 20 ㎜

２）本管がリブ付硬質塩化ビニル管，ハイセラミック管の場合
①屈曲角

８°

②管軸直角方向の変位

± 10 ㎜

（２）耐震性（組立マンホール）
：組立マンホールと本管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.10 MPa
および内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有する。
①屈曲角 １°

②管軸方向の変位 ± 60 mm

また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏
平があっても上述の水圧に耐える水密性を有する。
（３）耐震性（小型マンホール）
：小型マンホールと本管の接続部は，次の複合条件で外水圧 0.05 MPa
および内水圧 0.05 MPa に耐える水密性を有する。
①屈曲角 １°

②管軸方向の変位 ± 60 mm

また，硬質塩化ビニル管の場合，管外径の５％（リブ付硬質塩化ビニル管の場合は４％）の偏平
があっても上述の水圧に耐える水密性を有する。
（４）物性：本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」
（Ⅳ類）に規定する物性を有し，ステンレスバンドは
「JIS G 4303 ステンレス鋼棒」に規定する化学成分を有する。
（５）施工性：マンホールへの取付けは，15 分以内で完了できる。
標準施工手順を以下に示す。（１号マンホールに硬質塩化ビニル管用製品を取付ける場合）

①マンホール削孔面の清掃

②本体ゴムのセット

③スペーサーの挿入・打ち込み

④本管の挿入

⑤ステンレスバンドの締め付け

⑥防護リングのセット

⑦バックアップ材の挿入

⑧目地仕上げ

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
マンホール種類

組立マンホール※1

本管種類

管
100

＊

小型マンホール※2
径（㎜）
100＊

硬質塩化ビニル管

125＊

ハイセラミック管

150

150

リブ付硬質塩化ビニル管

200

200

250
※1．組立マンホール…組立マンホール１号～５号，楕円形マンホール，馬蹄形マンホール
※2．小型マンホール…鉄筋コンクリート製小型マンホール（内径 300 ㎜）
＊印は，硬質塩化ビニル管用製品のみ
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
都道府県
北海道
岩手県
宮城県
埼玉県
東京都
富山県
石川県

主な市町村
小樽市 士別市 根室市
盛岡市 一関市 北上市
仙台市 名取市 石巻市
さいたま市 上尾市 川口市
八王子市 町田市 日野市
富山市 黒部市 小矢部市
金沢市 小松市 加賀市

都道府県
主な市町村
愛知県
名古屋市 一宮市 小牧市
大阪府
貝塚市 泉佐野市 吹田市
岡山県
岡山市 倉敷市 総社市
広島県
福山市 尾道市 三原市
香川県
高松市 丸亀市 琴平町
福岡県
小郡市 豊前市 太宰府市
沖縄県
那覇市 名護市 沖縄市
以上 695 市町村（令和３年 11 月末現在）

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】

株式会社サンリツ

http://www.sanritsu.com

サンエス護謨工業株式会社

http://www.sun-esu.co.jp

株式会社サンリツ

TEL 076-462-9325

サンエス護謨工業株式会社

TEL 06-6942-5685

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 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/

