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

近年，下水道管路部材に可とう性能や耐震性能が求められるようになり，ボックスカルバートにおいても，地盤の変形に
対して高い水密性を有する差し込み式継手の需要が増加してきている。そこで，継手部に高い耐震性を有する差し込み継手
式プレキャストボックスカルバートを開発した。
本技術の継手部は，耐震性ゴムリングの継手部への固着や施工時の潤滑剤が不要で，隅角部をＲ形状としたことにより，
嵌合時の差し込みや地震動による引抜きなどの目地変位に対して，耐震性ゴムリングが差口と受口の内側で回転移動できる。
そのため，製作時および現場施工時の負担を軽減することが可能となった。
本技術は，継手長を長尺化することにより耐震性ゴムリングの移動量を増加させ，地盤沈下・レベル２地震動および液状
化等による地盤の永久ひずみによる継手の抜け出しにも対応可能とし，また耐震性ゴムリングは，
「JIS K 6353 水道用ゴム」
（Ⅳ類）に定める物性を有している。
（ 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：継手部が次の複合条件で外水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
１) 標準位置：目地間隔５ mm
２) 水平抜け出し：50 mm（目地間隔 55 mm）
３) 屈曲変位：屈曲内側目地間隔５ mm ／屈曲外側目地間隔 55 mm
（水平角度：0.70 ～ 3.33°，鉛直角度：0.81 ～ 3.33°）
（２）耐震性：継手部が次の複合条件で外水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
１) 複合変位：屈曲内側目地間隔 40 mm ／屈曲外側目地間隔 55 mm
①水平抜け出し：35 mm
②屈曲変位：屈曲内側目地間隔５ mm ／屈曲外側目地間隔 20 mm
（水平角度：0.21 ～ 1.00°，鉛直角度：0.24 ～ 1.00°）
（３）内目地工省略：継手部の内目地工が省略できること。
（４）施工性：ＭＭＳボックスカルバート嵌合時に耐震性ゴムリングが，抜け出し量 50 mm に対して抜け落ちない範囲に設置
できること。
（５）部材物性：ＭＭＳボックスカルバートの嵌合状態において，継手部を含めた本体部材が標準製品と同等以上の部材性能
を有すること。
（６）耐震性ゴムリングの物性：耐震性ゴムリングは，｢JIS K 6353 水道用ゴム ｣（Ⅳ類）に定める物性を有すること。

（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
「ＭＭＳボックスカルバート」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 2012 年３月８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）本技術にもちいられるプレキャストボックスカルバートは，
「JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品」
，
「JIS A 5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品」に定められた設計，製作を行うものとする。
（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。
( 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

鶴見コンクリート株式会社

（神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 10 番地 44 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，耐震性ゴムリングを差口継手部に装着した耐震性と可とう性を有する，差し込み継手式プ
レキャストボックスカルバートである。
継手部の先端（初期位置）に装着した耐震性ゴムリングがボックスカルバートの嵌合に併せて回転し
ながら，継手部中央の所定位置に移動する。また継手構造は，継手長を長尺化するとともに隅角部をＲ
形状とする。これらにより，水密性能ならびに製作性・施工性の向上が図られ，安定した継手性能が確
保される。

空洞
ゴムリング

長尺化
Ｒ形状
埋め込み，接着が不要

写真－１ 差口継手部

写真－２ 耐震性ゴムリング装着位置

ＭＭＳボックスカルバート

図－１ 埋設イメージ

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
継手部が次の各条件で外水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有する。
１）標準位置

：目地間隔 5 mm

２）水平抜け出し

：50 mm（目地間隔 55 mm）

３）屈曲変位

：屈曲内側目地間隔 5 mm／屈曲外側目地間隔 55 mm
（水平角度：0.70～3.33°，鉛直角度：0.81～3.33°）

（２）耐震性
継手部が次の複合条件で外水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有する。
１）複合変位

：屈曲内側目地間隔 40 mm／屈曲外側目地間隔 55 mm

①水平抜け出し ：35 mm
②屈曲変位

：屈曲内側目地間隔 5 mm／屈曲外側目地間隔 20 mm
（水平角度：0.21～1.00°，鉛直角度：0.24～1.00°）

（３）内目地工省略
継手部の内目地工が省略できる。
（４）施工性
ＭＭＳボックスカルバート嵌合時に耐震性ゴムリングが，抜け出し量 50 mm に対して抜け落ちな
い範囲に設置できる。
（５）部材物性
ＭＭＳボックスカルバートの嵌合状態において，継手部を含めた本体部材が標準製品と同等以上
の部材性能を有する。
（６）耐震性ゴムリングの物性
耐震性ゴムリングは，「JIS K 6353 ：水道用ゴム」（Ⅳ類）に準ずる物性を有する。
嵌合開始

嵌合完了

差口先端に装着したゴムリングは

継手が嵌合すると

受口先端により圧縮されて摩擦で回転が開始する

ゴムリングが継手と擦れ合って回転する

受口

受口
差口

図－２ 嵌合時における耐震性ゴムリングの挙動

差口

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
【管

種】プレキャストボックスカルバート

【呼び寸法】600×600～3500×2500
【適用規格】JIS A 5372：プレキャスト鉄筋コンクリート製品
JIS A 5373：プレキャストプレストレストコンクリート製品
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年月

施工場所

平成 24 年

神奈川県

平成 25 年

工事件名

呼び寸法

工事延長(m)

馬堀排水区雨水築造工事

2500✕1800

20.250

栃木県

仁良川地区雨水函渠整備工事

2000✕2000

104.000

平成 26 年

東京都

山谷堀雨水渠再構築工事

1800✕1800

127.00

平成 27 年

埼玉県

別所雨水幹線築造工事

3500✕1700

105.691

平成 30 年

静岡県

宮前岳美線街路築造工事

1700✕1200

86.000

令和 1 年

北海道

定山渓発電所導水路移設工事

1700✕1700

178.000

令和 2 年

広島県

堀越地区下水道移設工事

1200✕ 800

66.00

総延長

14,886.517

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】

鶴見コンクリート（株）

https://tsuru-con.co.jp

【問

鶴見コンクリート（株）

TEL 045-503-8000

合 せ 先】

FAX 045-511-3020
https://tsuru-con.co.jp/contact-us/
ＭＭＳボックスカルバート協会

TEL 045-521-5855
https://www.mmsbox.jp/

※協会に関する相談は，当機構ではなく，直接，協会へお尋ねください。
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/

