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１．はじめに  

 近年，下水道構造物の工事は，大都市圏を中心に維持更新へと移行しており，計画的な改築・修繕が実施さ

れてきている．一般構造物の場合，改築・修繕は長寿命化を目指すものだが，下水道構造物の場合は，下水処

理技術や機械設備技術の進歩により，下水処理システムの高度化も合わせて実施される場合が多い．また，東

日本大震災以降，各種構造物の耐震指針の見直しが実施されており，昨年度，下水道施設を対象に「下水道施

設の耐震対策指針と解説 2014 年版」1) (以下，新指針と記す)が改訂・刊行された．この改訂により津波被害

も含め，応急対策のための耐震性能が設定された． 

下水道構造物の補修に用いるシートライニング工法は，日本下水道事業団の「下水道コンクリート構造物の

腐食抑制技術及び防食技術指針･同マニュアル」2)において工法規格 D種に分類され，年間平均硫化水素濃度で

50ppm 以上の厳しい腐食環境（腐食環境Ⅰ類）で使用される工法である．本報では，シートライニング工法の

下水道構造物の補修･補強への適用性検討として実施した円形マンホールの模擬改修供試体の側方曲げ試験，

新指針に則った耐震計算事例及び施工事例を報告する． 

２．シートライニング工法を適用した模擬円形マンホールの側方曲げ試験  

2.1 適用工法の概要 

シートライニング工法には，その施工方法から，型枠にシートを貼付け，型枠を組上げた後にコンクリ

ートを打設またはグラウトを注入し一体化させる「型枠工法」，シート材料自身が型枠として機能し，組上

げた後にコンクリートを打設またはグラウトを注入して一体化させる「埋設型枠工法」，コンクリートや断

面修復材を先に施工し，その後でシートを貼り付ける「後貼り工法」に大別される．今回，紹介するシー

トライニング工法は，図－1 に示すようにコンクリート構造物の劣化部を除去後，専用モルタルを吹付け

て構造物の強度を回復・維持させ，次に，未硬化の吹付け面を左官仕上げし，支持体付きシート（高密度

ポリエチレン樹脂製）を差込み一体化させるという補修をターゲットに開発された防食被覆工法（以後,

本工法と記す）であり，「後貼り工法」に分類される．        

特長として，以下の点があげられる． 

①専用モルタルは付着力に優れており，接着性試験において母材

（躯体部）で破壊することが確認されているため，補修断面に応

力を分担することが可能である． 

②支持体付きシートは高密度ポリエチレン樹脂製（厚さ 2mm～

5mm）で耐酸性，耐アルカリ性など耐薬品性に優れており，モル

タルとの固着力も優れているため，モルタル強度の増加に伴い固

着力も大きくなる． 

③型枠を使用しないために大きな部材を扱うことができる．シー

トは柔軟性があり搬入口の大きさに制限されず，円形断面にも適用できる． 

④本シートを型枠工法で使用する場合に比べ，融着長が短く，防食被覆層は同じ材料で一体化する． 

⑤稼働中施設での補修も可能．また，硬化型樹脂を使用しないため，乾燥工程が不要で，工期が短縮できる． 

以上の効果は建設技術審査証明（下水道)（2015 年 3 月 第 1427 号）3)で認められており，本工法で実際に施工

（補修）された防食被覆層は 15 年以上（型枠工法では 20 年）経た現在でも，大きな異常は認められていない． 
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図－１ 本工法の模式図 
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2.2 側方曲げ試験 

微生物腐食により劣化が生じている円形マンホールの改修を模擬し，本工法の適用による補修・補強効

果を確認するために，同じサイズ（外圧管 1 種：一般的な下水道用ヒューム管規格）で補修方法の異なる

供試体をもちいて，常時荷重における側方曲げ試験を実施し耐力の向上を比較・確認した． 

(1) 試験供試体の製作 

 供試体諸元を表－１に示す。製品の JIS規格値として，内径φ900mm，管厚 75mm,長さ 1500mm の遠心

力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）を用い，規格値から減厚,減鉄筋した供試体を作成し，本工法での使

用材料である専用モルタル（断面修復モルタル）のみで所定厚さまで回復させたものと,さらにシートライ

ニングを施したものを製作した． 

図－２に寸法凡例を，また，試験供試体の寸法を表－２（補強前）および表－３（補強後）に示す． 

 

表－１ 供試体諸元 

原管供試体 

口径 
供試体名称 供試体部材詳細 

φ900 

①標準仕様 標準管(原管)，鉄筋比 0.54％ 
②通常厚減鉄筋 通常の 1/2 の鉄筋比(0.27％) 
③減厚減鉄筋 管厚が 3/4(鉄筋比 0.27％) 

④:③＋専用モルタル 
管厚が 3/4(鉄筋比 0.27％)で規定管厚まで専用モルタルで補強 
・表面処理，吸収防止剤塗布，モルタル塗布，左官仕上げ 

⑤:④＋シート 
管厚が 3/4(鉄筋比 0.27％)で規定管厚まで本工法で補強 
・表面処理，吸収防止剤塗布，モルタル塗布，左官仕上げ，シート差込み，融着 

 

 

 

 

 

図－２ 寸法凡例 

 

表－２ 補強前寸法 

供試体名称 

内径(mm) D 管厚(mm) T 
長さ(mm) L 

備考 
規格値(900mm ±4mm) 規格値(75mm ＋4mm －2mm) 
反対側 試験機側 反対側 試験機側 

天地 南北 天地 南北 天 地 南 北 天 地 南 北 天 地 南 北 平均 
①:標準仕様 898 897 897 897 78 78 78 78 76 78 78 78 1502 1500 1500 1498 1500 現行厚さ 

②:通常厚減鉄筋 902 903 904 904 74 76 73 76 75 73 73 75 1502 1503 1505 1504 1504 現行厚さ 

③:減厚減鉄筋 940 940 941 939 57 53 56 57 54 58 58 58 1506 1504 1503 1505 1505 薄肉 

④:③＋専用モルタル 942 940 939 939 56 59 59 57 53 59 60 55 1501 1504 1503 1505 1504 薄肉 

⑤:④＋シート 942 943 940 940 55 53 56 54 55 54 56 60 1503 1506 1504 1503 1504 薄肉 

 

表－３ 補強後寸法 

供試体名称 

内径(mm) D 管厚(mm) T 
長さ(mm) L 

備考 
規格値(900mm ±4mm) 規格値(75mm ＋4mm －2mm) 
反対側 試験機側 反対側 試験機側 

天地 南北 天地 南北 天 地 南 北 天 地 南 北 天 地 南 北 平均 
④:③＋専用モルタル 898 900 898 901 74 76 74 74 77 78 75 76 1503 1506 1504 1503 1504 薄肉 

⑤:④＋シート 895 895 896 895 75 82 79 79 92 75 84 84 1501 1504 1503 1505 1504 薄肉 

 

(2) 側方曲げ試験方法 

側方曲げ試験方法を図－３に，変位および歪計測位置を表－４，図－４に示す。試験は図－３に示した

ように供試体の上下をゴムと角材で挟み，上部角材の上に設けた鋼けたを介して一軸圧縮試験機をもちい

て載荷した． 

① ②

試験機側　　反対側
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北 南
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表－４ 変位および歪計測位置 

計測位置 

変位(1 点) 歪(4 点) 

管長方向内面中央上部 
天地 管長方向内面中央部 
南北 管長方向外面中央部 

 

       

図－３ 側方曲げ試験方法 4)             図－４ 変位および歪計測位置 

 

写真－１に減厚減鉄筋専用モルタル＋シー

トの側方曲げ試験状況を示す。 

(3) 側方曲げ試験結果 

側方曲げ試験結果一覧を表－５に，ひび割

れ発生荷重と破壊荷重を比較したグラフを図

－５に示す.また，①:標準仕様，②:通常厚減

鉄筋，③:減厚減鉄筋，④:減厚減鉄筋専用モ

ルタル，⑤:減厚減鉄筋専用モルタル＋シート，

各供試体の変位データを図－６に示す。  

 

 

区分 

規格荷重(KN/m) 荷重(KN/m) 
ひび割れ 
発生荷重 

破壊 
荷重 

ひび割れ 
発生荷重 

対規格値 
(倍数) 

破壊 
荷重 

対規格値 
(倍数) 

①:標準仕様 

38.3 57.9 

54.3 1.42 93.5 1.61 
②:通常厚減鉄筋 40.7 1.06 46.3 0.80 
③:減厚減鉄筋 36.0 0.94 37.6 0.65 
④:③＋専用モルタル 41.8 1.09 71.7 1.24 
⑤:④＋シート 48.9 1.28 93.8 1.62 

減厚減鉄筋の供試体を本工法で補修した

側方曲げ試験から，以下の結果が得られた。 

1) 専用モルタルで断面修復した供試体

(④)において，規格値を満足する結果となり，

破壊荷重は減鉄筋で同じ厚さの供試体（②:

通常圧減鉄筋）の約 1.5倍に増加した。 

2) 専用モルタルと支持体付きシートで補

修した供試体(⑤)では，規格値を大幅に満足

する結果となり，標準仕様の供試体と比較し

て，ひび割れ発生荷重で約 90 ％，破壊荷重

で 100 ％回復し，減鉄筋分をモルタルとシ

ート材料が補えることが確認された。  
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図－５ ひび割れ発生荷重,破壊荷重の比較 
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写真－１ 側方曲げ強度試験状況 

（減厚減鉄筋専用モルタル＋シート） 

表－５ 側方曲げ試験結果 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

①:標準仕様                ②:通常厚減鉄筋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③:減厚減鉄筋              ④:減厚減鉄筋＋専用モルタル       

                           

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ⑤:減厚減鉄筋＋専用モルタル＋シート         

             

図－６ 各供試体における荷重－変位グラフ 

  



３．耐震診断例  

2.2 側方曲げ試験の結果から，シートを構

造上，補強材料として鉄筋量に換算できるこ

とが判明したので，シート材料の断面積から

計算されるシートのヤング率と鉄筋のヤング

率の比をもちいて，相当する鉄筋断面に置き

換えて計算できる専用ソフトウェアを開発し

た．このソフトでは専用モルタルにより修復

したモルタルの断面に分担できる応力も考慮

して計算し，解析を行うことができる．この

ソフトをもちいて 3 種類のマンホールの補

修･補強を想定して解析を実施した。 

構造計算は「下水道用マンホール改築･修繕

工法に関する技術資料」5)のマンホール構造計

算の手順に則って実施した.構造計算のフロ

ーを図－７に示す. 

新指針では，地震時の地盤応答解析により

水平方向の相対変位量を算定し，この相対変

位量から地震時の増加荷重を算出することに

なっている． 

鉛直断面(縦断面)に対しては，マンホール

底版にせん断ばねと回転ばねを設定して，こ

のばねを支点とし，地震時増加荷重を作用させ，鉛直方向各部の変位量・断面力を計算し照査した．水平方向

については，常時の水平荷重（土圧＋水圧）と，地盤の変位量と鉛直方向の各部の変位量の差に水平方向の地

盤ばねを掛けた荷重を載荷させ断面力を計算し照査した．また，矩形の現場打ちのマンホールは，地震増分荷

重が短辺または長辺のどちらに作用するか不明なため，短辺方向も計算した． 

3.1 対象構造物 

図－８～10 に耐震診断を実施したマンホールを示す。検討対象としたのは，特殊矩形マンホール 2 基，

円形マンホール 1基である．円形マンホールは無筋を想定した． 
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図－８ No.１矩形特殊人孔断面       図－９ No.２矩形特殊人孔断面 

図－７ マンホール構造計算のフロー 



 

3.2 補修方法 

前記，3 種類のマンホールに対して，耐震診断を実施し，

設計対象地震動レベル１およびレベル２を満足しない部材

に対して，本工法で図－11に示すような補修断面を基本に，

専用モルタル材での断面修復とメッシュ筋の有無，シート

の有無による耐震性能の付与を比較検討した． 

3.3 評価モデル例 

図－10 に示す無筋の円形マンホールにおいて，耐震診断

を実施し，本工法による補修・補強効果を確認した. 

(1)地盤 

 評価モデルは，耐震上の表層地盤に設置したマンホール

とする．図－12に耐震計算モデルを示す． 

 ・地域区分：A地域 

 ・表層地盤厚：24.762 ｍ 

 (2)マンホール諸元 

評価マンホールは以下の諸元である． 

・３号無筋現場打ちマンホール 

(3)バネ結合弾性体モデルと継手構造 

・現場打ちマンホール耐震計算モデル 

・現場打ち式:バネ結合弾性体 

3.4 現況耐震計算の結果 

耐震計算は，レベル 1，レベル２水平方向,鉛直方向に対

して側壁（部材番号 2）の応力度照査を行った． 

表－６に示すように，節点７(GL-6.35m)において鉛直方

向の設計対象地震動レベル２において曲げ耐力，せん断耐力

ともに設計耐力を満足しない結果となった． 

 

項 目 単位 節点 7(部材 2) 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ Md kN･m 117.363 

軸力 Nd kN 96.155 

せん断力 Vd kN 60.933 

使用鉄筋量  mm2 無し 

設計曲げ耐力 Mud kN･m 94.431 

γi・Md/Mud 判定 ≦1.0 ×    1.243 

せん断耐力 Vyd kN 0.963 

γi・Vd/Vyd 判定 ≦1.0 ×   63.275 

 

                         

図－10 円形人孔（３号無筋）断面      図－11 耐震補強標準断面例 

 
部材 
番号２→  

 
 
 

図－12 耐震計算モデル 

 
表－６ 鉛直方向 地震動レベル 2(補修前) 



3.5 補強後の耐震計算結果 

同じマンホールに対して，本工法(断面修復厚さ 10 

mm＋シート)で補修した場合の側壁の応力度照査を

行った．表－７に示すように，上記部材(部材番号２)

で満足しなかったレベル２地震動において曲げ耐力，

せん断耐力ともに設計耐力を満足する結果となった． 

その他のマンホールで本工法を適用すると，メッ

シュ筋を設置して同じ強度のコンクリートを増打ち

したケースと比較して，表－８の網掛けに示すよう

に，メッシュ筋使用量の減少，断面増分の圧縮で対

応が可能であることが解析の結果，確認できた． 

下水道施設では下水流量の確保など，内空を侵す

工法での補修は極力避けたいため，内空断面の増加

を最小限にすることができる本工法の適用が期待さ

れる． 

表－８ マンホール補修・補強方法と地震時耐力一覧（○:満足,×:耐力不足） 

マンホール 
 

着目部材 
 

補修・補強方法 
設計対象地震動 

レベル２ レベル１ 
鉛直方向 水平方向 水平方向 

断面増加 補強筋 せん断補強筋 曲げ耐力 せん断耐力 曲げ耐力 せん断耐力 引張応力度 

矩形 
特殊 

マンホール 

No.１ 
部材６ 
節点 19 

（図－８） 

なし なし なし ○ ○ ○ × ○ 

20mm なし なし ○ ○ ○ × ○ 

10mm シート なし ○ ○ ○ ○ ○ 

30mm 100 メッシュ 倍 ○ ○ ○ ○ ○ 

50mm 100 メッシュ 倍 ○ ○ ○ ○ ○ 

No.２ 
部材２ 
節点７下 
（図－９） 

なし なし なし ○ ○ × ○ × 

30mm 50 メッシュ なし ○ ○ × ○ ○ 

10mm シート なし ○ ○ ○ ○ ○ 

50mm 100 メッシュ なし ○ ○ ○ ○ ○ 

50mm 50 メッシュ なし ○ ○ ○ ○ ○ 

円形３号 
マンホール 

部材２ 
節点７ 

（図－10） 

なし なし なし × × ○ ― ○ 

20mm なし なし × × ○ ― ○ 

10mm シート なし ○ ○ ○ ― ○ 

30mm 100 メッシュ なし ○ ○ ○ ― ○ 

50mm 100 メッシュ なし ○ ○ ○ ― ○ 

50mm 50 メッシュ なし ○ ○ ○ ― ○ 

 

４．本工法による施工事例 

表―8 に示す耐震診断で地震時耐力を満足しなかったマ

ンホールの補強に本工法を適用した．このマンホールは流

域下水道の河川横断箇所における伏越しマンホールで，災

害時に重要な路線となる道路の直下にあるため，補修･補

強工事が実施された．写真－２に工事前調査時のマンホー

ル内部状況を示す．また，図－13 に補修･補強施工図を示

す．このマンホールは図－９に示したように，矩形マンホ

ールで部材２節点７下における設計対象地震動レベル 2に

おける，水平方向の曲げ耐力が不足していたものである. 

表－９に 設計地震動レベル 2 の水平方向断面照査にお

ける補修･補強前後の耐震計算結果を示す.本補修工事では，

項 目 単位 節点 7(部材 2) 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ Md kN･m 117.388 

軸力 Nd kN 106.430 

せん断力 Vd kN 60.931 

換算鉄筋量 ｼｰﾄ mm2 726.304 

設計曲げ耐力 Mud kN･m 254.881 

γi・Md/Mud 判定 ≦1.0 0.461 

せん断耐力 Vyd kN 89.954 

γi・Vd/Vyd 判定 ≦1.0 0.677 

写真－２ 補修･補強前人孔内状況 

表－７ 鉛直方向 地震動レベル 2(補修後) 



径 6mmφ，100mm メッシュ筋をもちいて，鉄筋量を増加させた後，専用

モルタルをもちいて 50mm の断面増加を実施し，曲げ耐力を満足させた．

モルタル施工後,防食を兼ねてシートライニングを実施した．耐力が不足

していたのは壁部材のみであったため，図中の太線で示した部材のみを

補修･補強対象とした.写真－３にシートライニング完成状況を示す. 

  

 

 

    補修･補強部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめと今後の課題 

 本工法はシート裏面に設置された支持体（突起）により，

専用モルタル（断面修復材）と物理的に固着する．また，

シート材料と目地材料が同一で,シート同士は目地材料の

融着により一体化する．微生物腐食により劣化が生じて

いる円形マンホールの改修を模擬し，断面欠損と鉄筋量

を半分に減らした遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム

管）をもちいて，本工法で補修･補強し側方曲げ試験を実施した結果，ほぼ新品の製品と同等の強度まで回復

することが確認できた．そのため,本工法で使用されるシートライニング材は，耐震計算における補強材とし

て鉄筋と同じように引張り鉄筋の断面積として換算することが可能であり，専用ソフトをもちいることで，評

価が出来る． 

本工法の耐震補強への適用範囲としては，曲げ耐力が不足している場合やせん断耐力が若干不足している場

合には，専用モルタルによる断面増加＋シートライニングさらにはメッシュ筋の追加で対応することが可能で

ある．また，せん断耐力の鉄筋量が極端に不足している場合は,せん断補強筋を設置しなければならないが，

メッシュ筋を設置する際のアンカー鉄筋と併用することで，施工性能の向上を図ることが可能である． 

今後は，主に使用されている高密度ポリエチレン樹脂のほかに，高温や腐食性の高い薬品を扱う化学工場の

排水処理槽へ適用するために，耐熱性の優れたポリプロピレン樹脂製や耐薬品性に優れたフッ素樹脂製シート

などの物性も把握し，耐震診断および補修･補強に適用できるよう，施工法を含め，検討する予定である． 

６．参考文献 

１）日本下水道協会，下水道施設の耐震対策指針と解説 －2014 年版－  

２）日本下水道事業団編，下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針･同マニュアル  

３）建設技術審査証明（下水道技術）「スラスラ工法」 2015 年 3 月 第 1427 号，日本下水道新技術機構 

４）日本下水道協会，下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール (JSWAS A-11)(2005) 

５）日本下水道新技術機構，下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料 2014 年 12月 

表－９ 水平方向断面照査結果 

（左:補修･補強前，右:補修･補強後） 

写真－３ シートライニング完成状況 

 図－13 補修･補強対象人孔断面図 
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