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海岸保全 P.9

開水路全面ライニング P.5

マンホール更生 P.6

シールド用
防食ライニング

P.5

下水処理場
マンホール・水槽補修

P.6

開水路目地補修 P.4

ガソリンタンク補修 P.7

配管・ダクト補修 P.7

転倒堰補修 P.4

横断歩道橋補修 P.8

紫外線硬化型 PPSの構造
PPSは、あらかじめ工場でFRP強化繊維に
紫 外 線 硬 化 樹 脂を含 浸させ たシート
（Pre-Preg-Sheet）を用いることで、簡単に
均一なライニングが可能となります。シート材
料は一般水路壁面に使用する「AMシート」と
補強繊維を改良して目地部における伸縮対応
を図った「AVシート」を用意し、要求性能に応じ
た選択が可能です。

補強材（ガラス繊維など）
＋

エポキシアクリレート樹脂
＋

光硬化開始剤

透明フィルム（貼付け側）

透明フィルム（表面）
スピード施工で工期短縮
現場で樹脂の含浸作業がなく、
さらに樹脂硬化は短時間。

大型重機不要で省スペース施工・
工期短縮を実現します。

どんな形状にも対応
施設の形状を選ばず施工可能。
シートはカッターなどで簡単に
裁断でき、材料の無駄も

削減できます。

自然光10分で
硬化完了

暗渠においてはUVランプによる
光照射で20分で硬化します。

密着&水密性
対象物とシートが確実に密着するため、
接着強度に優れ抜群の水密性と

信頼性を発揮します。

優れた耐薬品性
PPSはエポキシアクリレート
樹脂の採用により、経年劣化が
少なく、耐薬品性に優れた
性能を発揮します。

優れた防食・止水性能
建設技術審査証明取得。

コンクリート防食技術指針D種の
品質試験にも合格しています。

老朽化問題に 速い 簡単 長寿命化 で応えます老朽化問題に 速い 簡単 長寿命化 で応えます

トンネル内剥落防止・補修 P.8

特 長

鉄道（高架）排水路 P.9
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施工事例集

全面ライニング

● 全面ライニング　● 目地補修　● 転倒堰補修開水路水利施設

求められる農業水利施設のリニューアル！求められる農業水利施設のリニューアル！

ひび割れ等が発生したコンクリート構造物にライニングすることで流下能力以
上の水利性能と止水性を付与します。経年劣化が少ないので施設の長寿命化
を実現します。

水路の機能を復元、劣化防止！

貼付プライマー 

PPS

老朽コンクリート水路 

●三面水路の更生例 

目地補修

目地の漏水をシャットアウトします。伸縮シートを使用するため、
目地の温度伸縮にも対応し、割れたり剥がれたりしません。

水路における目地の漏水を専用シートでカンタン補修！

転倒堰補修

劣化した転倒堰の表面の防食、劣化防止、長寿命化を実現します。
必要に応じてトップコートを塗布します。

転倒堰の機能を復旧、確実な止水・長寿命化

水路壁 目地

ベースプライマー ベースプライマー 

貼付プライマー 貼付プライマー 

目地用PPSシート 

75㎜
（100㎜）

75㎜
（100㎜）

50㎜
（100㎜）

非接着部

200㎜
（300㎜）

注：（　）内寸法は、シート幅が300mmの場合を示す。

コンクリート構造物の長寿命化

流下能力以上の水利性能を確保

様々な開水路の形状にも対応

補修前

補修後

補修前

補修後

施工例

施工例

平成19年度　官民連携新技術研究開発事業
「用水路に要求される機能と施工環境条件に合致した合理的な表面被覆工法の総合開発」

補修前

補修後

施工例
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施工事例集

● シールド用防食ライニング　● マンホール更生　● 下水処理場（マンホール・水槽補修）下水施設

マンホール更生老朽化マンホールを更生！シールドを防食！老朽化マンホールを更生！シールドを防食！

紫外線により均一に硬化するPPSを使用して、止水性の向上、
防食ライニングを図るマンホール更生工法です。

非開削で老朽化マンホールを更生
自立、防食、止水とニーズに応じたラインアップ

シールド用防食ライニング

シールドを漏水やサビから守ります。
確実な防食・止水を行い、水理性能
も向上。ボックス型も施工可能な
シールド防食工法です。

非開削で施工、防食！止水！

下水処理場　マンホール・水槽補修

大型重機を必要とせずシートを貼って
光で硬化。施設をすばやく補修します。
また、防食・止水性能に優れ施設の長
寿命化に貢献します。

大切な街の施設を
カンタン・スピード補修！

優れた防食、止水性能

コンクリート防食技術指針 D 種の品質

施行中の臭気拡散を防ぎ、作業環境向上

施設形状を選ばない。角形マンホールも更生！

補修前
補修後

補修前

補修後

流量を維持しつつ
リニューアル！

メンテナンス性も
向上!

適用管径250～3000㎜
ドロップシャフト

らせん案内路式
高落式処理システム

多段式マンホールを
スマートにリニューアル！！

技術・審査証明

PPSライニング工法は
（公財）下水道新技術推進機構

において、下水道技術・
審査証明書を受けた工法です。

施工例

施工例

流入部

流出部

下部らせん案内部

中間案内部

上部らせん案内部

スムーズな落差工 ドロップシャフト

マンホール壁面を防食
PPSライニング工法

リニューアル

5 6

補修前

補修後
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● ガソリンタンク補修　● 配管・ダクト補修鉄製構造物補修

鉄製構造物の補強・補修・長寿命化鉄製構造物の補強・補修・長寿命化

鉄錆や穴も更生可能

ガソリンタンクの消防法対策に

優れた耐薬品性、防食・止水性能

施工事例集

配管・ダクト補修

耐久性、耐候性、防食性が高いので屋外でも活躍。あらゆる形状、サイズの
配管・ダクトを更生します。

配管やダクトを補修・防食・長寿命化!

補修前

補修後

施工例

ガソリンタンク補修

全面ライニングする事で、油漏れに
よる土壌汚染防止、防食・劣化防止を
図るガソリンタンク更生工法です。

劣化したタンクを簡単更生！

補修前

補修後

● トンネル内剥落防止・補修　● 横断歩道橋補修コンクリート物剥落防止・補修

PPSは人の安全にも
貢献します。
PPSは人の安全にも
貢献します。

トンネル内剥落防止・補修

長期耐久性や防食性能に優れ、NEXCO
要領等の剥落防止の押抜き試験に合格し
ています。

補修・長寿命化によって、
老朽化トンネルの剥落事故を未然に防ぐ！

補修前

補修後

施工例

階段の防食、橋梁の剥落防止や橋脚の補修など、
あらゆる場所に活用でき、歩行者の安全確保、
通行車両の事故防止に貢献します。

横断歩道橋補修

階段の腐食補修・防食。橋梁の剥落防止。

老朽化したコンクリートの
剥落防止に有効！（JHS 424適合）※

現地での樹脂の含浸等の
手間が省けるので施工が簡単

横断歩道橋の階段や
橋脚の腐食、橋梁の剥落防止に!

7 8

※ JHS424…東日本・中日本・西日本高速道路株式会社規格の
「はく落防止の押し抜き試験方法」
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施工事例集

● 海岸保全　● 鉄道（高架）排水路その他

様々な施設の長寿命化に!様々な施設の長寿命化に!

優れた特長と施工性の良さを
活かして、広い分野で構造物の

長寿命化が実現します

海岸保全

優れた防食、止水性能で、海岸保全
計画をサポートします。

防潮堤や防波堤など海に面した
コンクリート構造物の防食ライニング。

補修前

補修後

施工例

鉄道（高架）排水路

線路の除雪溝をリニューアル！
降雪地域の交通機関保全に貢献します。

優れた水理性能を活かし、新幹線の雪害対策に貢献します。

9 10

製品性能

剥落防止性能
剥落防止性能照査を具体的に定めている NEXCO 要領（構造物施工管理要領）を代表に記載しました。

4.7kN

項　目 試 験 方法

剥落防止の押抜き試験 JSCE-K 533 1.5kN 以上

試 験 結 果基 準 値

機械強度関連

対 象 製 品 試 験 項目

PPS  AM6

貼付プライマー  V200

引張強さ

引張弾性係数

曲げ強さ

引張強さ

引張せん断接着強さ

付着強さ

80N/mm2以上

6.0×103N/mm2以上

40N/mm2以上

30N/mm2以上

10N/mm2以上

1.5N/mm2以上

試 験 方法 規 定値 試 験 結 果

引張試験

曲げ試験

引張試験

引張せん断試験

付着試験

JIS K 7165準拠

JIS K 7171準拠

JIS K 7161準拠

JIS K 6850準拠

JIS A 6909準拠

95N/mm2

6.6×103N/mm2

76N/mm2

41N/mm2

12N/mm2

2.7N/mm2

試験項目および試験結果

試 験 項目

延焼性・自己消火性

試 験 方法 規 定値 試 験 結 果

NEXCO試験法 738-2011
「トンネル補修材料の延焼性試験方法」

NEXCO「トンネル施工管理要領」（平成 25年 7月）
表-2基準試験、はく落対策における「延焼性、自己消火性」（P15）
【消炎時間：t≦30秒、延焼範囲上端方向：L≦600mm】
かつ、全ての試験体が当該規定値を満たすこと

◯

トンネル補修材料の延焼性試験

試 験 項目

発生ガスの安全性

試 験 方法 規 定値 試 験 結 果

一般財団法人 日本建築総合試験所制定
「防耐火性能試験・評価業務方法書」
4.10不燃性能試験・評価方法

建築基準法に定める防火材料の性能要求基準のうち
「避難上有害な煙又はガスを発生しないこと」を満たす

◯

ガス有害性試験

屋外等の太陽光があたる場所では、トップコートによりシートを保護します。この場合における耐候性を確認しました。

耐候性試験

項　目 JIS 規格
JIS K 7350
オープンフレーム

カーボンアークランプ
による暴露試験方法

強度保持率

引張強さ 100%

破断伸び 88%

備　考 試 験 結 果

JIS K 7350
( オープンフレームカーボンアークランプに
よる暴露試験方法 ) に準拠

引張強さは100%を
保持、破断伸びも88%を
保持。

耐候性

FRP は、高い耐水性が確認されています。PPS での耐水性を確認しました。

耐水性試験

項　目 JIS 規格 漏水量

0g

備　考 試 験 結 果

JIS A 1404 ( 建築用セメント防水剤の試験
方法 ) に準拠し、供試体に 0.1MPa の水圧を
30 日間負荷した時の漏水量を確認

漏水量が0gである
ことを確認。

JIS A 1404
建築用セメント防水剤の

試験方法

耐水性

※記載データは実施値であり、性能を保証するものではありません。

試 験 結 果

FRP は、耐薬品性が高い事も特徴の一つです。PPS での耐薬品性を確認しました。

10% 塩化ナトリウム
30% 硫酸
40% 水酸化ナトリウム

薬品名 強度保持率 備　考

JSWAS K-2（下水道用硬質プラスティック複合管の耐薬品性能
試験）に準拠した品質試験を実施  （硝酸を除く）

強度保持率
80%以上を確認。

109%
107%
97%

耐薬品性



施工事例集

● 海岸保全　● 鉄道（高架）排水路その他

様々な施設の長寿命化に!様々な施設の長寿命化に!

優れた特長と施工性の良さを
活かして、広い分野で構造物の

長寿命化が実現します

海岸保全

優れた防食、止水性能で、海岸保全
計画をサポートします。

防潮堤や防波堤など海に面した
コンクリート構造物の防食ライニング。

補修前

補修後

施工例

鉄道（高架）排水路

線路の除雪溝をリニューアル！
降雪地域の交通機関保全に貢献します。

優れた水理性能を活かし、新幹線の雪害対策に貢献します。

9 10

製品性能

剥落防止性能
剥落防止性能照査を具体的に定めている NEXCO 要領（構造物施工管理要領）を代表に記載しました。
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全面ライニング

目地補修

シールド用防食ライニング

鉄道（高架）排水路

下水処理場

トンネル内剥落防止・補修

横断歩道橋補修

海岸保全

配管・ダクト補修

紫外線硬化型 構造物防食被覆シート
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