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日本のライフラインの社会資本ストックは，今後急

工事例について紹介する。

速に老朽化することが想定され，その対応策が求めら
れている。こうした中，農業用水路・下水道管更生工
事で周辺環境の保全 ･ 工期短縮・低コストを目標に，

1.

強化プラスチック複合管（以下，強プラ管という。）
を用いた「エスロンリフトイン工法」を開発した。

はじめに

山谷堀雨水渠の沿道（荒川区南千住・台東区三ノ輪，
日本堤，東浅草）には，戸建住宅や 5 階建て程度の集

本工法は，老朽化が進んだ既設管路内に同等の流下

合住宅，店舗，事務所兼住宅などが建ち並ぶ商業地域

量を有し，かつ軽量・高強度・耐震性・耐食性に優れ

で下町情緒あふれる地区である。

た自立管を強プラ管により構築するものである。施工

山谷堀雨水渠は，JR 常磐線沿いの台東区三ノ輪一

にあたり，狭小施工を可能とするための特殊運搬台車

丁目にある音無川幹線からの分水を起点として，日本

を開発し，採用することで軌条不要の搬送を実現し，

堤ポンプ場までの約 1 , 081 m の雨水管である。音無川

安全性を高め，さらに長距離施工をも可能とした。

幹線からの雨水のほか，浅草幹線流域内の雨水が流入

本稿は，既設水路内でスロープのある底部に大口径

している。

（仕上がり内径 φ 2400）の強プラ管を運搬，更生し，
取付管との接続方法を効率的に施工したので，その施

この山谷堀雨水渠は昭和 9 年に築造されているため
老朽化が著しく，再構築工事による更生工事が急務と
なっている。

間仕切壁
（ モルタルバック､ レンガ等）

発進立坑部

浮上防止バンド

低重心バッテリーカー

カゴ型運搬台車

図− 1
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既設管

裏込材

リフトイン工法の施工概要
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2.

に強プラ管 φ 2400（外圧 2 種管）をリフトイン工法で

工法の概要

挿入し，既設管と新管との隙間に裏込め材を注入し，

更生工法は，製管工法，反転工法，形成工法，鞘管

管更生工法を行う。
（3）工事名

工法に分類され，その中で本工法は，鞘管工法に属す
る。施工方法は，図− 1 に示すとおり，カゴ型運搬台

山谷堀雨水渠再構築その 2 工事
（4）工事場所

車と低重心バッテリーカーを連結し，所定の箇所まで
搬送し，管を接合した後，所定のスパンで間仕切壁を

東京都台東区三ノ輪二丁目地内
（5）発注者

設置する。その後，既設管と強プラ管の間隙部に裏込
材（エアーモルタル）を注入し管渠を更生する。

東京都下水道局

第一基幹施設再構築事務所

（6）施工会社

3.

徳倉建設株式会社

工法の特徴

（7）施工延長

（1）施工性

強プラ管

φ 2 , 400 mm（外圧 2 種管）L ＝ 220 m

無軌道で長距離施工が可能であり工期短縮となる。
また，カゴ型運搬台車と低重心バッテリーカーにより
芯出し作業や勾配修正が容易である。
（2）自立管
強プラ管は高強度であるため，既設水路の強度を
期待せずに自らで外力に耐えることができる。
（3）耐震性
管自体の可とう性に加え，管体継手部は伸縮・可と
う性に優れたゴム輪接合を採用しているため，地震に
よる地盤変動にも追従し漏水を起こさない。
図− 2

4.

工事の概要

5.

（1）工事目的
ため，
再構築工事
（管渠の更生）を施工するものである。
（2）工事内容

既設水路内の状態を調査し，安全に更生工事が行え
るかどうか又，裏込打設時に既設水路壁の空洞部やク

既設側壁石積み□ 3 , 600×2 , 090 〜 4 , 120×2 , 120（延

ラック等で所定の打設量以上とならないように事前に

長 L＝188 m）
，三面張渠□ 3 , 000×3 , 500（延長 L＝31m）

確認する（写真− 1）。

底部段差あり（階段）
写真− 1

No-Dig Today No.97（2016.10）

工法の施工手順

（1）既設水路内の調査及び測量

既設管渠の更新に併せて雨水排除能力の増強を図る

ヒューム管 φ 300

施工標準断面図

蓋かけ鉄筋部腐食

既設水路内状況
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（2）搬入路の確保
搬入立坑より強プラ管を投入するため，スペースの
確保と既設水路底部に凸凹や段差等がないようにする
（写真− 2）
。

管の吊りおろし②

（4）管に運搬台車，バッテリーカーをセットし，坑
内を運搬
管内にカゴ型運搬台車・低重心バッテリーカーを装
着し，坑内を運搬させる（写真− 4，5）。

写真− 2

搬入スペース状況

（3）管の吊りおろし
トラッククレーンでナイロンスリングを使用して，
管を立坑内に吊りおろす。

写真− 4

台車を管に装着

この際，管のバランスに注意し，とも綱を使用して
吊りおろす（写真− 3 ①②）
。

写真− 5

写真− 3
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坑内をバッテリーカーで運搬

管の吊りおろし①
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写真− 6

取付管施工状況

（5）取付管接続
本工事では，取付管が 27 箇所あるため，あらかじめ
既設水路壁の取付け箇所に接続用ガイドを設置し，取

②スロープ箇所での管の通過検討
スロープ箇所には，上部に水道用の横断管があり，

付管位置に該当する管の外面に専用ホルソーにて窄孔

標準管（4 m 管）の通過が不可能なため，短管（1 . 5 m

を施し，
さらに管内面より塩ビ管で接続する（写真−6）
。

管）で通過・配管を行なった（写真− 8，9）。

（6）管の接合
管の接合部には，運搬前に滑剤を塗布し，レバーブ
ロックにて上下左右均等に引き込み，接合する。本工
事では，既設水路内に約 1 m の階段状の段差があり，
床面をスロープ状に仕上げることにより以下の検討を
行い，運搬・配管を可能にした。
①スロープ通過時の安全対策
（写真− 7）

写真− 8

スロープ箇所短管使用

落下防止策としてチェーンにて管を固定

写真− 9

スロープ箇所の上部

③短管接続方法の検討
左右 2 箇所で均等に引き込む通常の接合方法では，
スロープに滑止めを設置
写真− 7

スロープ箇所の安全対策
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短管同士の接続が困難であるため，特殊な内面反力治
具に上下左右 4 箇所のレバーブロックを配置し均等に
引き込む（写真− 10，11）。
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管上部

写真− 10

写真− 11

特殊内面反力治具

管側部

写真− 12

浮上防止固定

写真− 13

裏込注入状況

内面接合状況

（7）管の浮上防止対策
裏込材を注入する際に管に浮力が発生するため，事
前に管の浮上対策を行う（写真− 12）
。
（8）裏込材注入
強プラ管と既設管との間隙部に流動化処理土を打設
し，上部確認孔よりオーバーフローさせて充填を完了
する（写真− 13）。

6.

本工事での課題解決

本工事での既設水路は，一部階段状の段差があるこ
とから，大口径 φ 2 , 400 mm の管をスムーズに運搬す
るためには，離隔の狭い箇所での通過，配管方法が課
題となった。そこで，特殊な接合治具と運搬時の安全
対策を講じることにより無事に施工が完遂できた。

7.

おわりに

本工法では下水道分野はもとより他分野での更生工
法も「ライフサイクルコストの縮減」をキーワードに
12

環境にやさしい更生工法としてグローバルに展開して
いく所存です。
（特集・技術記事お問合せ先は本誌 77 頁に掲載）
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