
１．はじめに

耐食性能（錆びない）、耐久性能（腐らない）に優れ、
高強度な管材としてFRPM管は農業用水路、下水道管路、
シールド二次覆工用等の管材として使用され始めてから
30年以上が経過した。一方、戦後60年間に急速に整備
されてきたわが国のインフラ施設は徐々に耐用年数を超
過し、性能劣化が顕在化しているといわれている。この
ままメンテナンスを怠ると膨大な水路施設の損失が危惧
される。したがって、今後の必要耐用年数を見極めて適
切な補修・改築のメンテナンスを施す事が肝要といえ
る。
補修・改築工事を着手するに当っては要求品質（耐用

年数、強度、通水能力）、周辺環境等、を判断基準とし
て策定する必要がある。近年、種々の水路補修・改築工
法が開発され開発理念も多様化している。
本工法はFRPM管を更生管として用いる事により、
“自立管としてまったく新しい高強度の管路に甦ら
せる”
“無軌条式運搬方法により工事費、工期の低減を図る”
を開発理念とした。そして、農業用水路を中心として約
50数箇所20数kmの実績ができた。本工法を採用する判
断基準も多様化している。それらについて工法の策定経
緯、施工概要等について紹介する。

２．リフトイン工法

（１）工法概要

更生工法には製管工法、反転工法、樹脂ライニング工
法、鞘管工法等がある。本工法は従来の鞘管工法の課題
を改善した工法である。
従来の挿入工法は（図－１）に示す様に、管を運搬す

る為に更生水路内にレール（軌条）を設置し、その上を
挿入管前後に車輪付きの固定バンドを取り付け、施工し
ていた。
この場合、レール設置＋車輪のスペースが必要となり

挿入管は改修水路に比べ、２サイズから３サイズダウン
となり、通水能力が既設管に比べ減少する事は避けられ
なかった。
また、レール設置手間による工期の長期化、さらに車
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（図－２）リフトイン工法施工概念図

（図―１）従来工法とリフトイン工法の比較概念図
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輪付き固定バンドの付帯費用（埋め殺し）等により工事
費の増大等の課題があった。
本工法はそれらの課題を改善すべく、（図－２）に示

した様に挿入管内につり込み担げ上げる方式の籠型運搬
台車、及びタイヤ式低重心バッテリーカーの開発により、
軌条設置、車輪付き固定バンドが不要となり、挿入管サ
イズが１サイズから２サイズダウンの管挿入作業が可能
となり通水能力もほぼ既設水路と同程度を確保できるよ
うになった。
また、軌条設置手間、車輪付き固定バンドが不要とな

り工期の短縮、工事費の軽減が図れた。（図－５）

（２）工法の適用

・適用口径

本工法で適用できる範囲は最小口径FRPM管Φ800~最
大FRPM管Φ2600まで適用できる。その場合、施工機械
は０型からⅢ型までありそれぞれ（表－１）の様に使い
分ける。
・適用距離

管の運搬については、制限はないが、エアーモルタル
の注入可能距離が通常２kmである事から、一般には２
km程度、両端から施工が可能であれば４kmとなる。
・適用施工水深、適用管種

運搬台車、及びバッテリーカーともタイヤ式を採用し
ており、ある程度（約20cm以下）の流水があっても施
工が可能である。（写真－２）

また、タイヤ式の採用は、通路部の多少の凹凸があっ
ても通行可能とし、（写真－３）の様に、コルゲート管
等の波打ち管の更生施工も容易にした。
・適応屈曲角度

都度、図面上で挿入管の管長を変え、収束シミュレー

（写真－１）カゴ型運搬台車及び低重心バッテリーカー（Ⅰ型）

0型 Ⅰ 型 Ⅱ 型 Ⅲ 型 
適用管径 Φ800,Φ900
全体寸法 w800*L2500*H750 w900*L2800*H1050 w1080*L2800*H1400 w1120*L3000*H1550
重量 900kg 2700kg 3500kg 4400kg

Φ1000～Φ1350 Φ1500～Φ2000 Φ2200～Φ2600

（表－１）低重心バッテリーカーの仕様及び適用

（図－４）Ⅲ型低重心バッテリーカー

（図－３）0型低重心バッテリーカー



ションにより、通過可能管長を決定する。
また、屈曲角度が大きい場合は（写真－４）の様なコ

ンパクトで軽量なFRP製曲管を用いて対応する事も可能
である。

・発進立坑

市外地の場合は（写真－５）の様に、横矢板を用いて
幅２～３ｍ、長さ６ｍ程度の発進立坑を築造する場合が
多い。
一方、農業用水路の場合、（写真－６）の様に、開水

路から発進するケースが多く、発進立坑築造費が不要と
なる。

（写真－４）FRP製曲管（FT-R）

（写真－２）流水水深約20cmでの施工状況（公共下水道）

（写真－３）コルゲート管Φ1800へFRPM管Φ1500
施工状況

（写真－５）市街地での施工；都道下に横矢板で発進立坑を築造し覆工板を被せ通行規制をせずに施工
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（図－５）概算工事費比較
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３．施工事例

（１）適用最大口径（FRPM管Φ2600）

昭和17年～27年頃に築造された老朽化したずい道を
改築する為、リフトイン工法によりFRPM管Φ2600を布
設した。施工を策定するにおいて、軌条式の場合、
（図－６）の様に軌条＋台車スペースが必要となりイン
バート底部を掘り下げる必要があつた。
これに対しリフトイン工法ではそれが不要であり、工

事費および工期の低減が図れることをVE提案した。
実施計画を策定するに当たって、以下の懸案事項があ

った。
①FRPM管Φ2600の重量は約４ｔと過大で、既存のか

ご型台車、バッテリーカー（最大牽引能力2.5ｔ）では
対応できない。
②また本地区は施工延長も長い（300～500m）上に屈

曲部も多く、操縦性能、牽引性能等が懸念された。そこ
で、新たにⅢ型かご型台車、バッテリーカーの開発を行

い、まず工場内で耐久性能、牽引性能等の評価を行い、
さらに（写真－７）に示した様に実際の施工現場におい
て評価実験を実施し、改善改良しながら、無事施工を完
成できた。
また、自然流下水路を圧送管路に改築する計画であり、

施工時において受け口の隙間管理、及び水圧テストバン
ド（写真－９）による水密性能管理を徹底し、現場品質
管理の向上を図った。

（２）最小口径（FRPM管Φ800）

本工法は改修工法として開発されたが、新設用途でも
応用されている。その事例について以下に記した。
清流ルネサンスの導水管としてΦ800mmが830ｍ計画

されており、布設予定場所は住宅地区の深さ約７ｍの場
所であった。この様な条件下での開削工法は極めて困難
である事から、当初、直押し推進工法、シールド工法に
よる鞘管工法等で検討された。
当時、推進管（内圧管対応）での長距離推進は困難で

（写真－６）農業用水路において開水路を発進立坑として施工

（写真―７）実現場での評価実験風景 （写真－８）開水路内運搬状況



あり、発進立坑が約200～300ｍ毎に３～４箇所築造す
る必要があった。
一方、近年無圧管対応のHP推進管では長距離推進が

可能となっていた。
そこで、HP推進管（Φ1000）を予め鞘管として施工

し、その中へ、FRPM管Φ800（内圧0.7MPa対応管）を
リフトイン工法で挿入施工する事を策定した。以上の３
工法について比較した結果を（表－２）に示した。
この結果、従来のパイプインパイプ工法、直押し推進

工法に比べ大幅な工事費軽減が図れることが明らかとな
った。
一方、本工事においては
①最小適応口径のサイズダウン（Φ1000mmからΦ

800mm）
②曲率部（R=50ｍ）を有した長距離施工（830ｍ）

が要請された。

（写真－９）内面テストバンドによる継ぎ手性能試験
状況

（図－６）従来工法とリフトイン工法の比較概念図

（写真―10）工場内に現物大配管による評価実験風景

（写真―11）発進立坑からの発進状況

（写真－12）先行管に到着
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以上の命題に対処すべく、新たに０型籠型運搬台車、
及び低重心バッテリーカーを開発した。
そして、事前に工場内に実物大の評価配管（36m）

（写真－10）を作成し、施工テスト重ね、ローリング防
止、曲り部通過施工等に対応できる様、台車、バッテリ
ーカーの改善を行い、施工に対する、十分な安全性を確
立してから、VE提案を行い採用が決定した。
着工に当っては、管内の酸素濃度に配慮して常時エア

ーを送風し、また通常は管内に常設する、エアーモルタ
ル注入用鋼管を配管布設時は撤去、モルタル注入時に配
管する繰り返しで実施した。通常より多少作業は煩雑に
なったが殆どトラブルは無く、２ヶ月間で完工できた。

（３）開水路改修のニーズ

最近の社会環境の変化により、農地が宅地化され、オ
ープンタイプの用水及び排水路が市街地内に孤立化して
いるケースがみられる。この様なケースでは水路への転
落事故等の安全性の問題、及び夏場になるとやぶ蚊、悪
臭の発生、ゴミの混入等衛生上の問題が生じ、環境改
善が周辺住民から要求されるケースが増加している。
その対策のひとつとして、開水路を暗渠化し、上記問

題の解消を図る方策がある。ところが実際に工事計画を
策定する段階になると、開水路周辺に住宅が密集化し管
材運搬用の工事用道路の建設が大きな問題になる事が多
い。
これを解消する方策として、（写真－13）に示した様

にリフトイン工法により開水路を小運搬道として活用
し、配管施工した。また埋め戻し材はエアーモルタルを
長距離圧送し実施した。
これにより、工事用道路の建設が不要となり、工事費

の縮減及び大きな騒音、家屋への被害も無く、周辺住民
にも好評であった。

工法 
Φ 800） 

直押 し 推進管 （ Φ 800） 
長距離推進工法 

（ FRPM管 Φ 800） 

施工概要 
図 

発進立坑数 　　 発進立坑 　 １ 箇所 　　 発進立坑 　 ４ 箇所 　 発進立坑 　 １ 箇所 

概算工事 
費比率 1.77 1.27 1.00

FRPM管 Φ 800

推進管 Φ 800

推進用 HP管 Φ 1000

セグメントΦ1650

FRPM管Φ800

泥水セミシールド工法 
（Φ1650＋パイプパイプ工法 （HPΦ1000）+リフトイン工法 

（表－２）工法比較表

（写真－14）エアーモルタル注入状況

（写真―13）開水路からの発進運搬状況



（４）急傾斜配管のニーズ

谷川を横断するサイホン管等は急傾斜配管が多い。本
事例は勾配25%の急斜面に配管された鋼管Φ1800（延長
65ｍ）が老朽化し、その改修をリフトイン工法により
FRPM管Φ1500（内圧３種）を布設した。
施工は、上流に電動ウィンチを設置し、上流に設けた

発進立坑から、挿入管を吊り込み、籠型運搬台車で管を
担ぎ上げ、ゆっくりつり降しながら配管した。
ここでは、安全性確保に十分配慮し施工計画を作成実

施した。まず、つり降し用ウィンチの他に緊急ブレーキ
用を併用した。また、配管作業員の安全性確保の為に
FRPM管内に作業梯子を継ぎ足し設置し、さらに安全ネ
ットを取り付ける対策を講じた。
また、エアーモルタル打設は二回に分割施工した。そ

の結果、円滑に完了できた。

４．新たなニーズへの対応

更生・改築事業の場合、事業自体の機能目的、要求性
能等が多様化し、新たなニーズへの対応が要請されてい
る。それらは従来技術では対応できない部分が多々あり
新技術の導入が必要である。
そして、新技術の適応性能判定に当っては、耐久性能、

施工性能に対する安全性だけでなく、特に農業用水路の
場合、工事期間が農閑期の数ヶ月に限定されるケースが
多く、工期に対する安全性も重要な判定基準となる。ま
た、中長期的観点での費用対効果を加味し、イニシャル
コストのみに囚われずライニングコストを含めた、総合
的な判断が問われる。
上記事例を実施するにおいても、ハード（工法）、ソ

フト（設計積算）の基準はなく、発注者と要求性能の協
議、情報開示を行ってもらい、予め現場での施工評価
（写真－７）や、工場での施工評価（写真－10）を実施
し施工、工期に対する信頼性能を証査確立しVE提案し

た。また、設計積算に当っては現場状況が不明な部分や
算定基準が不備な部分が多く従来技術の応用展開、及び
新規設定して対応し、試行錯誤しながら遂行完成でき
た。
新たなニーズとして、馬蹄形隋道の更生事業が増加し

ている。一例として、既存隋道の内空断面を有効に活用
する為に、FRPM管を（図－８）の様に縦に扁平（約
３％）させて運搬し、設置する時に元に戻す工法が要請
されている。これによりワンサイズダウン管の挿入が可
能となり通水能力のアップを図る予定である。現在、台
車の開発、詳細な工事計画の検討中である。
また、現在リフトイン工法は水深20cm程度であれば

施工は可能であるが、50～70cm流水下での施工を目指
すフロート式工法や急屈曲部対応施工等々のニーズがあ

（図－７）リフトイン工法による急傾斜配管概念図

（図－８）扁平運搬（3％）施工概念図
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り、発注者側と要求性能、性能証査方法等について、コ
ンサルタントを交え協議しながら鋭意開発中である。次
回の機会に実施例が紹介できれば幸いである。

５．おわりに

冒頭記した様に、わが国の膨大なインフラストックの
性能を維持していく為に適切なメンテナンスが肝要であ
る。その管理方法についてはハード、ソフト、タイミン
グ、等を見極めて、個々の事業に適した施策の設定が必
要である。
そのひとつとしてリフトイン工法を紹介した。本工法

は単に水路の延命化ではなく、FRPM管を用いる事によ
り、高機能化（耐用年数の半恒久化、耐圧機能、耐震性）
を図り、まったく新しいメンテナンスフリーな管路に甦
らせる事を目指している。
多様化するニーズに対し今後の研究開発課題が増大し

つつある。一メーカーだけの対応では限界があり、昨年
に施工会社数社を含め、改修事業計画への策定段階から
の技術協力、基礎研究開発を広汎に推進すべくリフトイ
ン工法研究会を立ち上げ取り組んでいる。今後とも水路
更生・改築事業の一助となる様取り組む所存である。
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