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＜技術の概要＞

本技術は、農業用水路等の大口径既設管きょを
内面より耐震性管路に改修するものであり、合成
繊維により補強された可とう性を有する本体ゴム
とステンレス製拡張バンドから構成されている止
水可とう継手です。
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★地震動や地盤変位により既設管きょに相対変位が生じても、変位に
追従し水密性を維持します。

★管内での取り付け作業は容易で確実です。

★水濡れ状態でも施工可能です。

★接着剤や溶剤を使用しない乾式工法のため作業環境を悪くしません。

★優れた耐久性と経済性を有しています。本体ゴムはＪＩＳ－Ｋ－６３５３
（水道用ゴム）Ⅰ類Ａに準拠した物性を有し、拡張バンドはステンレス
鋼からなり優れた耐久性を発揮します。

★薄型・軽量ですので短時間で取り付けでき、また管路の局部的対策と
なりますので経済性に優れています。

★分割式拡張バンドのため施工部材搬入が容易であり、マンホール入
り口（φ６００）などの狭い搬入口にも対応可能です。

＜特 徴＞
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管呼び径 品 番 本体ゴム外径 拡張バンド外径 拡張バンド分割数

８００ φ８００ ８００ ７５０ ３

９００ φ９００ ９００ ８５０ ３

１０００ φ１０００ １０００ ９５０ ３

１１００ φ１１００ １１００ １０５０ ３

１２００ φ１２００ １２００ １１５０ ４

１３５０ φ１３５０ １３５０ １３００ ４

１５００ φ１５００ １５００ １４５０ ４

１６５０ φ１６５０ １６５０ １６００ ４

１８００ φ１８００ １８００ １７５０ ５

２０００ φ２０００ ２０００ １９５０ ５

２２００ φ２２００ ２２００ ２１５０ ５

２４００ φ２４００ ２４００ ２３５０ ５

２６００ φ２６００ ２６００ ２５５０ ５

２８００ φ２８００ ２８００ ２７５０ ５

３０００ φ３０００ ３０００ ２９５０ ５

＜製品形状および適用範囲＞

タイプ１（標準品） タイプ２（大変位対応品）
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＜施工状況断面図＞
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タイプ１（標準品）

タイプ２（大変位対応品）
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＜主要構成部材＞

＜施工工具＞

本体ゴム
拡張バンド一式

拡張部材

その他

・滑剤または止水滑剤

・ドライバー

・マーカー

・スケール

・ワイヤーブラシ

・皮スキ

・ハンマー

タイプ１（標準品） タイプ２（大変位対応品）
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＜本体ゴム物性＞

試験項目 単 位 規格値 試験条件

密 度 Mg/m3 1.11±0.05 JIS K 6268

硬 さ ― 50±5 JIS K 6253

引張強度 MPa 18.0以上 JIS K 6251

伸び率 % 400以上 JIS K 6251

水道用ゴム規格ＪＩＳ－Ｋ－６３５３ Ⅰ類Ａに準拠

密度測定 硬度測定 引張強度・伸び率測定
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＜内水圧試験結果＞
品 種 接続状況 内水圧 負荷時間 結 果

タイプ１（標準品）

水平変位（目開き0mm） 1.0 MPa 3 分 漏水なし

水平変位（目開き
38mm）

1.0 MPa 3 分 漏水なし

タイプ２（大変位対応
品）

水平変位（目開き0mm） 1.0 MPa 3 分 漏水なし

水平変位（目開き
50mm）

1.0 MPa 3 分 漏水なし

使用ゲージ : MAX 1.6MPa

内水圧試験

タイプ１（標準品）

タイプ２（大変位対応品）
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＜外水圧試験結果＞

品 種 外水圧 負荷時間 結 果

タイプ１（標準品） 0.1 MPa 3 分 漏水なし

タイプ２（大変位対応品） 0.1 MPa 3 分 漏水なし

タイプ１（標準品）

タイプ２（大変位対応
品）
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＜歩掛かり＞

（１）φ８００、φ９００ （拡張バンド３分割タイプ）

（２）φ１０００、φ１１００ （拡張バンド３分割タイプ）

（３）φ１６５０ （拡張バンド４分割タイプ）

φ１２００、φ１３５０、φ１５００ （拡張バンド４分割タイプ）

φ１８００、φ２０００ （拡張バンド５分割タイプ）

１６０分

８時間×６０分
×２人≒０．６７人工

１２０分

８時間×６０分
×２人≒０．５０人工

１４０分

８時間×６０分
×２人≒０．５８人工
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＜施工要領＞
施工フロー図

施工部材搬入

管内面のチェック、施工箇所の清掃

位置決めのマーキング

本体ゴムの据付け

滑剤溶液の塗布

拡張バンドの据付け

押さえカバーの取付け

拡張バンドの拡張

施工完了
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

目開きの確認

管内面のチェック、施工箇所の清掃

施工箇所をワイヤーブラシ
やウェス等で清掃する。

位置決めのマーキング

本体ゴムを据え付ける位置を
マーキングする。

製品幅は２５０ｍｍ
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本体ゴムの据付け

滑剤溶液の塗布

マーキングに合わせて本体ゴム
を据え付ける。

拡張バンドの取り付け面に滑剤
溶液を十分に塗布する。
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拡張バンドの据付け

拡張バンドの拡張

組み合わせに注意し拡張バンド
を２列とも据え付ける。

それぞれの拡張場所で油圧
ジャッキの圧力が４０MPa以上と
なるまで拡張する。

その際各種ストッパーを適宜組み
合わせて調整する。
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押さえカバーの取付け

施工完了

ガイドレール部に押さえ板を付
属のビスで取付ける。

拡張バンドのズレ等がないかを
確認して施工完了。
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北海道 当麻地区 φ９００、φ１０００
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農業水利施設の維持補修事例として紹介されました。（北海道当麻地区）
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愛知県 日光川用水路 φ１３５０
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東京都 大手町 φ２２００
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サ ン タ ッ ク Ｉ Ｎ ジ ョ イ ン ト 実 績 表
平成２５年３月現在

年月 地区 　　物　　　件　　　名 　　発　　注　　者 　施　工　業　者 管径㎜φ 基数

H16/1 北海道 農業水利施設保全対策天塩川地区 北海道上川支庁 仲舘建設 1350 99

H17/2 北海道 空知中央地区基幹線用水路外整備工事 札幌開発建設部岩見沢農業事務所 1500 5

H17/8 北海道 地震によるマンホール改修 北海道小平町 田屋土建工業㈱ 1200 2

H19/1 北海道 農業水利施設保全対事業策当麻地区１工区 北海道上川支庁中部耕地出張所 米田土木 900 86

H19/2 愛知 日光川３号放水路工事 愛知県河川課　(東海農政局） 徳倉建設 1350 4

H20/9 北海道 農業水利施設保全対事業策当麻地区２工区 北海道上川支庁中部耕地出張所 米田土木 1000・900 141

H20/9 北海道 農業水利施設保全対事業策当麻地区１工区 北海道上川支庁　中部耕地出張所 西森・コハタJV 1000 71

H22/2 北海道 大野地区中央幹線用水路本町１工区外１ 函館開発建設部　函館農業事務所 能登谷・若狭ＪＶ 700・800 5

H21/8 岡山 寄島干拓地排水機場（西側東側）排水管補修 岡山県 竹本組 1000 25

H22/1 三重 美旗サイホン漏水対策技術高度化試験施工工事 東海農政木曽川水系土地改良調査管理事務所 森組 1000 13

H22/1 東京 新大手町変電所管路新設工事その１ 東京電力 鹿島･大成･関電工JV ﾀｲﾌﾟⅡ　2200 1

H23/4 広島 千田雨水滞水池作業所 広島市下水道局施設部施設課 大日本土木㈱ 1350 2

H23/4 長崎 松崎排水樋管外応急工事 国土交通省 日本基礎技術 1000 3

H23/5 福井 片粕排水樋門改築工事 福井河川国道事務所 関組 900 4

H23/9 長野 西天竜地区３号サイフォン補修工 長野県　上伊那地方事務所 浅川建設工業㈱ ﾀｲﾌﾟⅡ　1500 87

H23/11 山形 西幹線用水路 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所 日化エンジニアリング 1800 4

H23/12 山形 鬼面川右岸幹線用水路 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所 日化エンジニアリング 1000・900 5

H23/12 山形 淞郷堰幹線用水路 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所 日化エンジニアリング 1350 1

H24/6 福井 下北野ポンプ場 福井県 三次土木 ﾀｲﾌﾟⅡ1200 1

H24/10 長野 西天竜地区３号サイフォン補修工その２ 長野県　上伊那地方事務所 浅川建設工業㈱ ﾀｲﾌﾟⅡ　1500 47

H24/11 福岡 県営ため池狩野地区 飯塚農林事務所 坡平産業 1650 1



21

年月 地区 　　物　　　件　　　名 　　発　　注　　者 　施　工　業　者 管径㎜φ 基数

H24/12 東京 文京区千駄木2丁目根津2丁目付近再構築下水工事 東京都下水道局 大豊建設 1200 1

H25/1 香川 高瀬支線水路改修（その４）工事 中四国農政局　香川用水土器川沿岸農業水利事務局 ㈱三興組 ﾀｲﾌﾟⅡ　800 6

H25/3 福島 新白河団地雨水復旧工事 白河市建設部道路河川課 兼子組 900 1

サ　ン　タ　ッ　ク　Ｉ　Ｎ　ジ　ョ　イ　ン　ト　実　績　表 平成２５年３月現在
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＜問合せ先＞

早川ゴム株式会社 東京支店

〒１３５－００３１

東京都江東区佐賀１丁目１６－１０

ＴＥＬ ０３-３６４２-９４３４

ＦＡＸ ０３-３６４３-６２８８

一般社団法人 農業土木事業協会

水利施設保全管理補修部門会員

農業水利施設保全補修ガイドブック

にサンタックＩＮジョイント記載

担当者 ： 岩戸 、 戸高


