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（ 開 発 の 趣 旨 ）
長年供用している下水道管きょには，老朽化や，地震，地盤沈下等により破損，強度低下，浸入水などの様々な支障が発生している。
特に，大口径管きょにおいては，このような支障が生じると安全性等も含めて社会生活におよぼす影響が大きいため，損壊の程度によっては早急な対策
が必要とされている。しかし，従来の製管工法では，専用の製管装置を管内で組み立てる必要があるとともに，急な増水時に，製管装置の撤去等にともなう，
作業員の退避に時間がかかるという課題もあった。
このような事情を鑑み，特別な製管装置をもちいることなく，人力にて更生管を既設管内に構築する中大口径管きょの更生工法を開発した。
今回，適用範囲の施工延長を拡大するとともに，新しい接合部材を追加した。
（ 開 発 目 標 ）
◇基準達成型 ’18 審査－管きょ更生工法（組立管，複合管構造）
：開発目標（１）～ ( ６)
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，製管装置をもちいることなく施工できること。
１）次の継手部等において施工ができること。
①段差
a．円形の場合：段差
12 mm ～ 125 mm（管径等により値は異なる） b．非円形の場合：段差 10 mm ～ 128 mm（管径等により値は異なる）
。
②屈曲角 12 以下
③内法曲率半径 3.6 ｍ以上
④隙間 200 mm 以下
２）高さ 20 mm の勾配調整が可能であること。
３）次の各条件で，下水供用下の施工ができること。
①水深 30 cm 以下（管内水替え） ②水深 60 cm 以下および流速 0.12 m/sec 以下（既設管きょの高さが 1,500 mm 以上 , 半川締切り）
（２）耐荷性能
１）複合管断面の破壊強度・外圧強さ：破壊させた鉄筋コンクリート管および減肉させた鉄筋コンクリート管を更生した管の強度は，新管と同等以上
の強度であること。
①円形管：施工後の鉄筋コンクリート管きょは，新管と同等以上の強度を有すること。
②非円形管：施工後の鉄筋コンクリート管きょは，新管と同等以上の強度を有すること，および施工管きょが安全に設計されること。
２）充填材の圧縮強度：充填材の圧縮強度は，次の試験値を有すること。
①フローリングモルタル１号
24 N/mm2以上 ②フローリングモルタル２号
40 N/mm2以上 ③フローリングモルタル３号
24 N/mm2以上
３）充填材のヤング率：充填材のヤング率は，次の試験値を有すること。
①フローリングモルタル１号 15,000 N/mm2以上 ②フローリングモルタル２号 20,000 N/mm2以上 ③フローリングモルタル３号 15,000 N/mm2以上
（３）耐久性能
１）接合部の接合強さ：接合部の接合強さは，0.01 MPa 以上であること。
２）耐薬品性：表面部材は，「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。
３）耐摩耗性：表面部材は，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。
４）水密性：表面部材かん合部は，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。
５）一体性：既設管きょと充填材が一体化していること。
（４）耐震性能：複合管は，次の条件下で耐震性能を有すること。
更生後の鉄筋コンクリート管の継手部に，地盤の永久ひずみ
1.5 ％による抜け出し量 36.5 mm およびレベル２地震動を想定した際の地盤沈下による
。
屈曲角 1.0 が同時に生じた場合でも，0.1 MPa の内水圧に耐える水密性を有すること。
（５）材料特性
１）表面部材：表面部材の材料特性は，次の試験値を有すること。
①長手方向引張降伏強さ 15 MPa 以上
②引張破断伸び
300 ％以上
２）接合部シール材：接合部シール材の材料特性は，次の試験値を有すること。
①長手方向引張強さ
１ MPa 以上
②引張破断伸び
200 ％以上
③ショア硬さ
A25 ± 10
３）その他材料（鋼製リング）：鋼製リングの材料特性は，次の試験値を有すること。
①引張降伏強さ
245 MPa 以上
②ヤング係数
200 GPa 以上
（６）物理特性
１）表面部材の物理特性：表面部材の物理特性は，次の試験値を有すること。
①ビカット軟化温度
100 ℃ 以上

（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
「パルテム・フローリング工法」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 2002 年２月 25 日に審査証明を取得し，変更された技術である。
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，施工要領書に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）基準達成型の審査は，
「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－ 2017 年版－」（（公社）日本下水道協会）に定める評価項目につい
て確認するものである。
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，施工要領書に基づいた施工を行うこと。
（２）本技術の耐震性能については ,「耐震指針」,「耐震計算例」等の関連する基準類に基づき , 耐震性能に係わる強度特性の設計上の保証値をもちい
て計算を行い確認すること。ただし，開発目標値を設計上の保証値としている場合は，開発目標値をもちいることとする。
（３）環境安全性能については，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
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

芦 森 工 業 株 式 会 社
芦森エンジニアリング株式会社

（大阪府摂津市千里丘七丁目 11 番 61 号）
（東京都千代田区岩本町二丁目６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
パルテム・フローリング工法は，老朽化した下水道管きょ内で組み立てた鋼製リングに高密度ポリエ
チレン製のかん合部材と表面部材を組み付けて更生管を構築し，更生管と既設管の隙間に充填材を注入
して下水道管きょの更生を行う技術である。
施工にあたっては，既設管の内径に応じて精密に加工した鋼製リングをマンホールから既設管内に搬
入し，ボルトとナットをもちいて組み立て固定する。次に，組み立てられた鋼製リングに，シール材を
装着したかん合部材と表面部材を順次組み付ける。最後に，既設管と表面部材の隙間に充填材を注入し
更生管を構築する。また，支保工を必要とせず，特別な製管装置をもちいることなく供用下での人力施
工が可能な工法である。本技術の概要図を図－１に，施工管の断面図を図－２に示す。
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図－１ 技術の概要
既設管

かん合部材
充填材
鋼製リング

シール材

かん合部材
表面部材

図－２ 施工管の断面図
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
次の各条件下で，製管装置をもちいることなく施工できる。
１）次の継手部等において施工ができる。
①段差
a．円形の場合：段差 12 mm～125 mm（管径等により値は異なる）
b．非円形の場合：段差 10 mm～128 mm（管径等により値は異なる）
②屈曲角 12 ° 以下
③内法曲率半径 3.6 ｍ 以上
④隙間 200 mm 以下
２）高さ 20 mm の勾配調整が可能である。
３）次の各条件で，下水供用下の施工ができる。
①水深 30 cm 以下（管内水替え）
②水深 60 cm 以下および流速 0.12 m/sec 以下（既設管きょの高さが 1,500 mm 以上,半川締切り）

（２）耐荷性能
１）複合管断面の破壊強度・外圧強さ：破壊させた鉄筋コンクリート管および減肉させた鉄筋コンク
リート管を更生した管の強度は，新管と同等以上の強度である。
①円形管：施工後の鉄筋コンクリート管きょは，新管と同等以上の強度を有する。
②非円形管：施工後の鉄筋コンクリート管きょは，新管と同等以上の強度を有し，施工管きょが安
全に設計される。
２）充填材の圧縮強度：充填材の圧縮強度は，次の試験値を有する。
①フローリングモルタル１号

24 N/mm2 以上

②フローリングモルタル２号

40 N/mm2 以上

③フローリングモルタル３号

24 N/mm2 以上

３）充填材のヤング率：充填材のヤング率は，次の試験値を有する。
①フローリングモルタル１号

15,000 N/mm2 以上

②フローリングモルタル２号

20,000 N/mm2 以上

③フローリングモルタル３号

15,000 N/mm2 以上

（３）耐久性能
１）接合部の接合強さ：接合部の接合強さは，0.01 MPa 以上である。
２) 耐薬品性：表面部材は，
「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。
３）耐摩耗性：表面部材は，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。
４）水密性：表面部材かん合部は，0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有する。
５）一体性：既設管きょと充填材が一体化している。
（４）耐震性能：複合管は，次の条件下で耐震性能を有する。
更生後の鉄筋コンクリート管の継手部に，地盤の永久ひずみ 1.5 ％ による抜け出し量 36.5 mm お
よびレベル２地震動を想定した際の地盤沈下による屈曲角 1.0 °が同時に生じた場合でも，0.1 MPa
の内水圧に耐える水密性を有する。
（５）材料特性
１）表面部材：表面部材の材料特性は，次の試験値を有する。
①長手方向引張降伏強さ

15 MPa 以上

②引張破断伸び

300 ％ 以上

２）接合部シール材：接合部シール材の材料特性は，次の試験値を有する。
①長手方向引張強さ

１ MPa 以上

②引張破断伸び

200 ％ 以上

③ショア硬さ

A25±10

３）その他材料（鋼製リング）：鋼製リングの材料特性は，次の試験値を有する。
①引張降伏強さ

245 MPa 以上

②ヤング係数

200 GPa 以上

（６）物理特性
１）表面部材の物理特性は，次の試験値を有する。
①ビカット軟化温度

100 ℃ 以上

技術の区分名称
技術の区分名称
基準達成型 '18－管きょ更生工法（組立管，複合管構造）
技術の適用範囲
技術の適用範囲
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300 ｍ

注記：施工延長については，充填材を上流，下流側から 150 ｍ ずつ注入した場合の施工延長である。
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年月

施工場所

工事件名

工事内容

2006 年 12 月

横浜市

港北処理区南山田雨水幹線下水道整備工事

矩形 5000×3000，28m

2007 年 2 月

大阪市

曽根崎新地幹線下水管渠更生工事(その４)

馬蹄形 2730×1560，146.4m

2009 年 9 月

静岡市

城北処理区下水道管渠施設耐震化工事

矩形 1850×1768，340m

2012 年 10 月

東京都

仙台堀西幹線再構築工事

矩形 2700×2700，395m

2012 年 12 月

埼玉県

右岸流域新河岸川幹線管渠改築工事

円形φ2300，204m

2013 年 10 月

高槻市

公共下水道施設耐震化工事（第 1 工区）

円形φ1650，156.6m

2014 年 12 月

名古屋市

第３次名城幹線改築工事

馬蹄形 1600×1600，345.7m

2015 年 11 月

浜松市

浅田幹線管きょ改築工事（第１工区）

円形φ1650，191m

2016 年 2 月

千曲市

千曲川伊勢宮排水ポンプ場建設工事

門形 2500×3500，63m

2018 年 2 月

新潟市

北下第１号葛塚排水区雨水管更生工事

矩形 1600×1900，62m

2020 年 8 月

名古屋市

内浜幹線改築工事

矩形 2500×2000，272.0m

2021 年 3 月

堺市

土居川北線下水管耐震化工事（1-21）

矩形 3600×2880，302.5m

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】芦森工業株式会社

https://www.ashimori.co.jp/

芦森エンジニアリング株式会社
【問合せ先】

芦森工業株式会社

https://www.ashimori.co.jp/ashimori-eng/

パルテム営業部

TEL 03-5823-3042

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/

