ストックマネジメント
工法研究

管路更生工法 インシチュフォーム工法について

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）

１．はじめに
近年，我が国では高度成長期に建設した社会
基盤の老朽化にともない，現存するストックの
維持管理と更新が大きな課題となっている。

ることなく，曲がった管路でも施工が容易で，
さらに耐久性・耐食性に優れているため，管路
の寿命を飛躍的に向上させることもできる。
インシチュフォーム工法は，1971 年に英国

農業水利施設においても老朽化の進行ととも

で発明され，同年，ロンドン市内の 100 年以上

に更新時期を迎える管路があるが，開削を行っ

前に布設された下水道管渠に施工されたものが

ての管路の更新が困難なものも多い。
そのため，

世界最初のものである。

非開削にて施工が可能な管渠の更生工法に対す

日本においては，1986 年に技術導入され，

る需要が高まっている。しかしながら，農業用

同年４月に埼玉県越谷市内の下水道管渠で延

水路においては，圧力管路の更生もあり，内圧

長 31.9 ｍ，口径 530mm のヒューム管に対して

にも対抗できる強靭な強度をもつことが必要と

施工されたものが初めてである。その後，下水

なる。また，長距離スパンの施工ができること

道以外の管路でも実績を伸ばしており，現在で

も重要なポイントとなる。

は農業用水路，工業用水，上水道といった内圧

インシチュフォーム工法は，非開削による

管路のほか，発電用冷却水，工場内配管などあ

老朽管更生のルーツと呼ばれ，その歴史は約

らゆる管路の更新・更生に広く利用されており

50 年前に遡る。現在ではヨーロッパ諸国，ア

2020 年３月時点の国内累積施工延長は 345km

メリカなど世界 40 数カ国において，総延長
40,000km にも及ぶ施工実績をもち，世界で最
もポピュラーな管渠の更生工法である。

（内，農業用水 55km）に達している。
写真－１に施工前の既設管（鋳鉄管）内面状
況を，写真－２にライナーバッグ管内反転中の
状況を示す。

２．インシチュフォーム工法の概要
インシチュフォーム工法は，既設管（鋼管，
鋳鉄管，陶管，ヒューム管，石綿管，塩化ビニ
ル管，ポリエチレン管，FRPM 管等）内に熱
硬化性樹脂を含浸したライナーバッグを水圧若
しくは，空気圧にて既設管内に反転，又は引込
みで挿入後，
温水或いは蒸気で樹脂を硬化させ，
既設管内に継目の無い新しいプラスチックの管
路を形成する技術である。使用するライナー
バッグは柔軟性に富み既設管の形状にとらわれ
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写真－１

施工前の既設管内面
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写真－２

図－１

スンダードライナー（INS － S）の構造図

図－２

高内圧型ライナー（INS － HPL）の構造図

ライナーバッグ管内反転状況

３．インシチュフォーム工法について
（１）材料構成
インシチュフォーム工法に使用する材料は，
基材と熱硬化性樹脂から構成される。基材は，
ライナーバッグと言い，不織布だけで構成され
る標準型のスタンダードライナー（INS-S）
（図

ラスクロス（ガラス繊維）などをサンドイッチ

－１）と不織布とガラス繊維から構成される高

構造に織り込んだポリエステル不織布（ガラス

内圧ライナー（INS-HPL）
（図－２）を外圧や

強化ポリエステルフェルト）で構成される。内

内圧等の条件によって選定する。また，熱硬化

面に積層するフィルム無しのガラス強化ポリエ

性樹脂は，不飽和ポリエステル樹脂かビニルエ

ステルフェルトの積層枚数を変化させること

ステル樹脂を口径や延長，管路線形などの情報

で，厚みを自由に調整することが可能となり，

からより良い樹脂を提案する。その他，インシ

高い圧力の内圧管路に対して自立管としての更

チュフォーム工法では，飲用のパイプラインに

新が可能である。

適用できるエポキシ樹脂も保有していることか

その他，既設管に漏水がある場合や浸入水の

ら，家畜などへの飲水の農業用水路に採用され

圧力が高い場合においては，プリライナー（筒

た実績を持つ。

状の補強シート）を使用する。

標準型のスタンダードライナーは，ポリプロ
ピレン等のフィルム付きのポリエステルフェル

（２）挿入・硬化方法の組合せ

トとプレーンフェルト（ポリエステル繊維の不

インシチュフォーム工法では，管路の状態・

織布）で構成される。内面に積層するフィルム

条件に合わせて反転工法，形成工法，温水硬

無しのプレーンフェルトの積層枚数を変化させ

化，蒸気硬化の最適な再生方法の組合せを提案

ることで，厚みを自由に調整することが可能と

する。下記，表－１に挿入・硬化方法の組合せ

なり，漏水，浸入水対策としてのライニング

を示す。

的な使用方法から，低圧であればインシチュ
フォームパイプ単体で，内外圧を負担する，い
わゆる自立管としての更新まで，非常に幅広い
適用範囲を持つ材料である。
また，高内圧型ライナーは，ポリプロピレン
等のフィルム付きのポリエステルフェルトとガ
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表－１

挿入・硬化方法の組合せ

４．インシチュフォーム工法の施工
ここでは，インシチュフォームの各種工法の

２）管内洗浄・調査
既設管内の付着物等の除去や排出を行なう。

中から，延長の長い農業用水路に対して優位性

標準的には高圧洗浄が用いられる。洗浄後には

のある水圧反転工法について述べる。

既設管内の状況確認のため，TV カメラを用い

（１）水圧反転工法の施工フロー
水圧反転工法の標準施工フローを図－３に示
す。

て管内調査を行なう。人が入って作業できる口
径（φ 800mm 以上）の場合は目視で調査を行
なう。
管内調査の状況を図－５に示す。

（２）施工方法

３）反転挿入

１）立坑築造，既設管切断

水圧を利用した反転挿入工法の場合は，給水

更生工事のために開口部が必要となる場合

車等から反転用の水を供給し，ライナーバッグ

は，立坑を築造し，立坑内の既設管を撤去する。

を既設管内へ反転挿入を行なう。反転挿入の状

立坑築造の位置は，地上部の作業スペースの

況を図－６に，反転完了時の状況を写真－３に

確保が可能な場所，曲り部や空気弁など分岐部

示す。

箇所などが望ましい。立坑築造の状況を図－４
に示す。

図－５

図－３

標準施工フロー

図－４
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管内洗浄・調査

立坑築造

図－６

反転挿入
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５）冷却・排水
既定の硬化形態で硬化作業を完了した後，管
内の温水を規定の冷却速度以内で冷却，適正な
温度まで下げてから排水する。
６）端部処理
管端部の水密性の確保のため，硬化した更生
管を管端で切断し，管口処理を行う。管口処理
には，通水後に想定される温度収縮量を考慮し
た既設管と更生管を一体化させる FRP 処理方
写真－３

反転完了

法や温度伸縮にも追従可能な端部シールリング
（ステンレス製のリングと特殊形状のゴムリン

４）加熱硬化

グ）が使用される。

使用する樹脂は熱を加えると固まる熱硬化型

シールリングの外観を写真－４に，構造図を

のため，加熱する必要がある。そのため，反転

図－８に示す。

挿入完了後に反転に用いた水を加温し，その熱

７）配管接続・立坑復旧

で熱硬化性樹脂を硬化させる。加熱硬化の状況
を図－７に示す。

図－７

更生をした管路と既設管を接続し，埋め戻し
を行う。

加熱硬化

写真－４

図－８
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５．インシチュフォーム工法の特徴

り，その作業工程から発進口および到達

本工法の主な特徴を以下に示す。

口，管断面の上下方向位置での温度差が

（１） 既設管種や劣化の程度を問わず，補修目

小さくなることで，管路全体のより均一

的に応じた最適な工法，材料を選定でき

な温度管理ができ，高品質な管路の構築

る。

が可能である。

（２） 反転工法の場合，ライナーバッグは反転

（５） 非開削による短時間施工のため，交通規

時に既設管に密着しながら挿入されるた

制や断水障害などを最小限に食い止める

め，あらゆる形状，管径に対応が可能で

ことができるとともに，既設管や掘削土

あるとともに，継手，継目のない管路を

などの処理も不要になるなど環境にやさ

構築し，かつ流速係数の向上により通水

しい工法である。
  

機能の向上が可能となる。
（３） 水による反転では，十分な反転推力が確
保できることから曲管部の施工が可能な
上，既設管内に地下水の浸入あるいは滞

６．施工事例
（１）神流川サイホン地区管更生工事
堤防下，河川下横断管の施工事例を下記に示

水があっても，水頭圧により，ライナー

す。

バッグは既設管に張り付きながら反転挿

１）概要

入することで，浸入水を内部から抑え，

①工事名：神流川サイホン地区管更生工事

滞水を押出し，排水して施工することが

②管

できる。加えて，管内のライナーバッグ

③既設管：RC 管（鉄筋コンクリート管）

は浮力が作用するため，長距離施工にも

④延

有効である。

施工対象管路の配管線形を図－９に示す。堤

（４） 反転水を温水に加熱循環させながら樹脂
を硬化養生させる。加熱循環の温度上昇

径：φ 600mm
長：307m （２スパン：261m+46m）

防下・河川下を横断する農業用水管路であり，
２スパンとも途中に曲管が含まれてる路線。

はゆっくりかつ決められた上昇範囲があ

図－９
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２）工法選定

を活かし，堤防下・河川下における荷重条件に

当該の工事では，次の条件を満足する工法と
してインシチュフォーム工法が採用された。

対する最適なライナー厚を選択し，断面ロスを
最小限に抑え，大きな通水断面積を確保するこ

①短期間で更新が可能であること。

とができ，採用に至った。

②掘削範囲が最小限であること。

３）施工結果

③ 30°
曲管への施工が可能であること。
④長 い延長の管路への施工が可能であるこ

曲管を含み，ライナー厚の変化もあるという
非常に特殊な条件であったが，これまでに培っ
た知見を活かし，
工事を完遂することができた。

と。
⑤内圧管路への施工実績があること。

また，インシチュフォーム工法の現地工事は，

⑥大きな通水断面積が確保できること。

計画通り遂行し短期間で完了した。

構造計算（更生管の厚みの算出）は『土地改

ここでは，施工時の状況を写真で紹介する。

良事業計画設計基準及び運用・解説「設計パイ

まず，施工前の管内状況を写真－５に示す。

プライン」
（平成 21 年３月）
』
（農業農村工学会

次に，材料の反転開始状況を写真－６に，施

発行）のとう性管の設計手法に準じて検討を

工現場の状況を写真－７に示す。

行った。その結果，堤防下と河川下では，更生

最後に，施工後の管内状況を写真－８に，イ

管の必要厚さに差が生じた。一方，インシチュ

ンシチュフォーム工法更生管の端部処理後の状

フォーム工法は１回の施工（反転）の中で，構

況を写真－９に示す。

成されるフェルト層の積層数を増減によってラ

なお当該工事の端部処理は，シールリング開

イナー厚（更生管の厚み）を変化させることが

発前であり，従来から採用している FRP 処理

可能であるという特徴を有しており，この特徴

方法で施した。

写真－５

写真－６

施工前の管内状況
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反転開始状況

写真－７

写真－８

施工状況

施工後の管内状況
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図－ 10

写真－９

浮力の作用イメージ

端部処理後の状況

４）水反転のメリット
施工バリエーションの１つである水反転は，
水頭を確保することで十分な反転推力が確保で
きることから曲管部の施工が可能な上，既設管
内に地下水の浸入，あるいは滞水があっても，
反転するライナーバッグに掛かる反転水圧で押

写真－ 10

出し，排水して施工することができることに加

水張り試験状況

え，管内のライナーバッグには浮力が作用する
ため，長距離施工も可能となる。
一方，傾斜配管の施工では高い所から低い所
に反転する場合，ライナーバッグ先端には高低
差に応じた水圧が作用する。そこで，先端部に
生じる水圧を低減するため，予め既設管内に水
または空気を充填し，反転水の注水量に合わせ
て，到達管口に設けたバルブから排出すること
で，ライナーバッグ先端にかかる水圧をキャン

写真－ 11

セルさせ，
大きな水圧の発生をなくすとともに，
一定速度による反転挿入を実施することができ

水密性確認状況

（２）通潤用水上井出管水路部災害復旧工事

る。予め既設管内に充填する媒体（水または空

平成 28 年４月 14 日に発生した熊本地震の影

気）の選択は既設管の状況，到達側管口蓋の設

響からダメージを受けた熊本県通潤橋（国の重

置方法，管路線形から選択する。

要文化財である日本最大級の石造りアーチ水路

この方法により，高低差の大きな傾斜管路や

橋）に併走する第二送水管（農業用水路）災害

伏せ越管路の施工を可能している。浮力の作用

復旧工事の施工事例を下記に示す。

イメージを図－ 10 に示す。

１）概要

また，硬化養生完了時にライナーバッグ内の

①工事名：平 成 28 年度通潤用水上井出管水
路部災害復旧工事

水を利用した水張り試験を実施することで，更
生管材料の水密性確認が行え，発注者から高い

②管

評価を得ている。水張り試験の状況を写真－

③既設管：ダクタイル鋳鉄管

10 に水密性確認状況を写真－11 に示す。

④延
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２）工法選定
当該の工事では，次の条件を満足する工法と
してインシチュフォーム工法が採用された。
①国の重要無形文化財「通潤橋」保存のため，
本体に近接する位置での掘削は行わず，構
造物の仕様を極力少なくすること。
②「通潤橋」
本体修理を早期に着手するため，
農業用水が必要となる平成 29 年３月中旬
までに管路復旧が可能なこと。

写真－ 13

③第二送水管が大規模な伏せ越しの逆サイホ

清掃前管内状況

ン型のため，非常に複雑な形状でも適合可
能な工法であること。
３）施工結果
管路延長が長く，サイホン管であることから
水圧反転で管内に挿入，使用した水を温水に変
えて更生管を硬化させる温水硬化の手法を提案
し，施工を行った。上下流となる発進口および
到達口は，開水路を利用したことで立坑築造な
ど掘削は行わず，地上の構造物などに影響を与
えないように車両の進入，配置にも念入りに事

写真－ 14

施工状況

前検討を行った。管内清掃，調査は管内の状況
を事前に把握しておくために本工事の１ヶ月以

７．おわりに

上前に実施し，本工事であるインシチュフォー

現在，管路は建設から，維持管理の時代に移

ム工としては，約２週間で完工させた。以降通

り，老朽管路の更新・更生工法が担う役割と工

水を行い，現在も問題なく農業用水路として周

法に対する期待は年々大きくなっている。

辺の田畑を潤している。インシチュフォーム工

インシチュフォーム工法においても，材料面

法の施工（管路埋設）位置を写真－12 に，清

では，断面ロスを最小限にするためライナー

掃前の管内状況を写真－13 に，施工中の状況

バッグの更なる高強度化による薄肉化や短時間

を写真－14 に示す。

施工の検討をするとともに，工法面では，小口
径の分岐等の取り出しについての工法開発，改
善を図るなど，
さらなる適用拡大を進めている。
一方，施工面については，施工・技術研修会
の実施などにより現場施工技能の向上を図り，
材料，工事両面での品質向上への取組みを行っ
ている。
今後も，施主のニーズに柔軟に対応し，信頼
に応えながら，今後の管路更新・更生事業に貢

写真－ 12
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施工（管路埋設）位置

献していく所存である。
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