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1．まえがき

　ポリエチレン管を用いたサブテラシステムは，
老朽化した既設管の更生・修復技術の分野で卓越
した管更生方法として世界中のユーザーに採用さ
れているシステムで，施工後は新品のポリエチレ
ン管に変わり，流体圧力により既設管の内面に密
着するようになります。1985 年に本システムが
開発，展開されて以来，施工されたサブテラシス
テムは上水道・工業用水・下水道・農業用水パイ
プラインなどの幅広い用途の既設管更生方法とし
て採用されています。
　サブテラシステム（既設管更生工法）の一つで
あるサブライン工法は，JIS 規格に準拠して製造
されたポリエチレンン管を更生材とした管更生工
法です。今回，実施事例として紹介するサブライ
ン工法は，昨年度施工した神流川サイホン管更
生工事の見学会レポートです。このレポートは，

（No-Dig Today No,83（2013.4）JSTT 現場記・1
「ポリエチレン管による農業用水管路更生工事（さ
や管方式）の現場見学会レポート」より発行者の
一般社団法人日本非開削技術協会の許諾を得て，
2. に転載致しました。

2．ポリエチレン管による農業用水管路更生
工事（さや管方式）現場見学会レポート

（1）工事概要

改 修 事 業：農業用河川工作物応急対策事業
事業申請者：埼玉北部土地改良区連合
事 業 主 体：群馬県
事 業 工 期：平成 23 年度～平成 26 年度

事  業  費：4.8 億円
改 修 方 法：既設管路の管更生工により内部から

改修
〔平成 24 年度〕
河床低下抑制の護床ブロック設置・
管巻立てコンクリートの補修

〔平成 25 年度予定〕
その他（水槽の補修・ゲートの設置）

〔平成 26 年度予定〕
施 工 場 所：埼玉県児玉郡神川町（右岸）

～群馬県藤岡市牛田
　今回は管更生工の部分の見学会であり，サブラ
イン工法・インシチュフォーム工法・ＳＰＲ工法
の 3 工法が採用施工された中で，サブライン工法
を見学した。
　更生工法の分類を図－ 1 に，3 工法の特長を図
－ 2 に示す。
　本現場における農業用水管路の現状は，河床低
下により管巻立てコンクリートが露出し，表面が
洗掘されており，管内においてもヒューム管内の
漏水も多く，改修が急がれている状況にあった（写
真－ 1，2）。

事例報告

農業用水路における管路更生工法（サブライン工法）
の施工事例について

日本リックウイル株式会社　井手　郁雄，柳澤　秀夫

図－1　工法の分類



●　ストックマネジメント　●

33JAGREE 86. 2013・11

　改修に当っては，推進工法に
よる再構築と管更生工法による
補修の 2 通りの方法が検討され
たが，事業工期・事業費用など
の観点から管更生工法が採用さ
れた。
　管更生工法においても多種に
わたる工法がある中，管内調査
による設備の状態，管更生延長，
発進立坑の設置位置，工事費用
など様々な施工条件を検討し，
サブライン工法・インシチュフ
ォーム工法・ＳＰＲ工法の 3 工
法が選定された（図－ 3）。

図－ 2　管更生工法

写真－ 1　巻立てコンクリートの露出状況 写真－ 2　既設ヒューム管内の状況

図－ 3　施工全体図
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（2）サブライン工法の技術紹介

　サブライン工法は 1985 年にイギリスで開発さ
れ，10 年前に日本へ導入された工法である。特
長は，地上部でポリエチレン管をハート形に成型
し，既設管路内へ挿入後，常温水圧（加熱なし）
で元の円形に復元し，既設管路に密着させ，強度
も母管と同等の強度を持っているところにある。
また，ポリエチレン管同士の接続は，バット融着
機によって融着が行われ，継ぎ目のない一体構造
の管路を構築する。

　適用口径は 75 ～ 1,650 ｍｍ，最大引込み長は
1,000 ｍ（口径等条件付き），今回見学した農業用
水を始め，上水道・工業用水・下水道・ガスなど
の既設管路の更生方法として採用されている（表
－ 1）。

表－ 1　適用条件

サブライン工法
適用関係 75 ～ 1,650 ｍｍ
適用肉厚 ＳＤＲ≧ 26
使用圧力
（常時）

0.5 ＭＰ a
（既設管の強度により0.5MPa以上の圧力にも対応可能）

使用温度 － 60 ～ 60℃
一回の

最大引込み長さ
1,000 ｍ

（口径及びベント管の有無により異なる）

　施工現場では，φ 900 ｍｍ管挿入の準備工（埼
玉県側）とφ 900 ｍｍ管及びφ 600 ｍｍ管の水圧
復元・耐圧漏洩試験（群馬県側）が行われていた。
特に到達側の堤防下を通すφ 900 ｍｍでは，管厚
が約 40 ｍｍのハート形に成型したポリエチレン
管を挿入が終わったところであった。現場に約
40 ｍｍの管厚のパイプがあり，とても厚くて驚
いた。また，φ 600 ｍｍ管のハート形成型の実演
もあり，かなりの変形量ではあるが，復元後も強
度の低下は見られないようだ（写真－ 3 ～ 10）。

写真－ 5　φ 900mm管挿入準備

写真－ 4　φ 900mm管ハート形成型

写真－ 3　φ 900mmポリエチレン管　L＝ 10m

写真－ 6　φ 900mm管挿入準備
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（3）おわりに

　普段は非開削推進工法に携っているが，管更生
工法の見学は初めての経験であった。3 工法が採
用施工されていたため，非常に興味深い内容でも
あった。農業用水を始め下水道，上水道など全国
には耐用年数を越え，老朽化したインフラ設備が
増大しており，既設管路の健全化や既設管路の有
効活用の観点から，管更生工法はますます重要視
され，有効な工法であると考える。
　次に，サブライン工法の要となるポリエチレン
管の接続について説明します。

3．ポリエチレン管の接続（バット融着）

（1）熱融着の原理

　熱融着の原理は，2 つの面を指定温度まで加熱
してから圧力を加えて融着させることです。この
圧力により，融着した材料の流れが生じ，混合し
て融着されます。

　ポリエチレンパイプを加熱した場合，分子構造
は結晶状態からアモルファス（非晶）状態に変化
します。融着圧力を加えると，各パイプ端部の分
子が混合します。接合部が冷却すると分子は結晶
状態に戻り，当初の界面が消えて 2 本のパイプが
1 本の均質のパイプになります。接合部は，引張
と圧力の両方の状態においてもパイプ自体よりも
強くなります。

写真－ 9　ハート形成型装置（φ 600mm用）写真－ 7　φ 900mm管挿入位置

写真－ 8　水圧復元・耐圧漏水試験 写真－ 10　φ 600mm管ハート形成型

写真－ 11　PE管の端面同士の熱融着
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　主な操作は下記のとおりです。
①　クランプ
　2 本のパイプを軸方向に突き合わせ，固定し
てから以下すべての操作を行います。
②　面取り
　突き合わせる 2 本のパイプの端面は面取りを
行い，パイプ中心線に対して直角の，平滑で平
行な合わせ面にする必要があります。
③　芯合わせ（アライメント）
　突き合わせる 2 本のパイプの端面は相互に芯
を合わせ，パイプの肉のずれや高低の差を最小
限にします。
④　加熱
　パイプに溶け込む融触パターンを 2 本のパイ
プ端面周囲に形成する必要があります。
⑤　接合
　指定の圧力で融触パターンを接合します。界
面周囲に均一な一定の力をかける必要がありま
す。
⑥　固定
　融着接合部は指定の圧力で固定させて十分に
冷却します。加熱，接合，固定の各段階の施工
方法は，パイプメーカーにより若干の相違があ
りますが，得られる結果は同じ，すなわち融着
接合部はパイプ自体と同等以上の強度となりま
す。

（2）バット融着要領

　融着の前に備え付けのデーターロガーに融着条
件を入力します。

①　面取り加工
＊パイプ，ポリエチレン管を融着機にセットし，

フェーサーを回転させ面取りを行います。
＊全周にわたり，帯状の削り屑が連続して取れ

るようになると完了です。
＊削り屑を除去してください。この際削り取

った屑が管内に残っていないことを確認しま
す。バルブ部に詰まったりすると，トラブル
の原因となります。

　面取り終了後，双方のパイプを突き合わせ目視

又は触感でパイプのあいだに隙間がないこと及び
段差がないことを確認します。
　パイプに段差がある場合ノギスで測定し，もし
段差が肉厚の 10％以内であれば OK です。
②　加熱

＊パイプの突き合わせ，芯出しが終わりました
ら，双方のパイプ融着面をウエス等で拭きよ
く清掃してください。この際，油，グリース
等のついた軍手，皮手袋等で清掃は行わない
でください。新品の軍手を使用します。

＊ヒータープレートの温度を確認します。そし
て上記の同じ要領でウエスでヒータープレー
ト表面を清掃します。

　ヒータープレートの温度は専用の温度計で測
定，確認します。この際ヒータープレートの
対角４点を測定します。温度は 220℃ ± 10
度の範囲であれば OK です。

＊清掃を行い，温度を確認しましたら，パイプ
の端面同士にヒータープレートを当て端面を
溶融します。

写真－ 12　バット融着機

写真－13　フェーサー（削り機）
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＊端面加熱後，パイプ端部に融着ビード（盛り
上がり）が発生します。目視で全周に亘りビ
ードが発生しているのを確認します。

＊規定の時間にパイプ双方が開き，ヒータープ
レートを上げます。そしてパイプ端面同士を
圧着させます。すぐにビードが盛り上がって
きます。目視で融着ビードが全周に発生して
いることを確認します。

③　冷却
＊融着部は規定の圧力を加え続け，放置したま

ま自然冷却します。決して水をかけたりして
人工冷却はしないでください。冷却時間は適
正な融着を行うのに非常に重要です。

④　バット融着部の検査
ア　検査要領
　バット融着部の外面ビートを全数検査し，そ
の結果を記録として残します。

＊外観検査：バット融着ビートの全周を目視
又は手触りで観察する。

＊寸法検査：ノギスを用いて，ビートの 4 箇
所（天地左右）の幅（W），高さ（H）を
測定する。

イ　判定基準
　下記外面ビード外観判定基準を１箇所でもク
リアしなかった場合は不合格とします。

①　全周にわたりビードが均一に発生してい
ること。

②　左右のビードが不均一でないこと。片側
のビード幅，高さが大きいほうのビード寸
法の１/ ２以下でないこと。

③　傷，めくれ，異物などがないこと。
④　ビードに乱れ（不均一）があってはなら

ない。

写真－ 14　PE管の端面同士の溶融

写真－ 15　外面融着ビード

写真－ 16　外面融着ビード

図－ 4　外面ビード測定部位

　

　 　 　

【外面ビート形状例】

図－ 5　外面ビード判定基準
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4．まとめ

　今回，サブライン工法は，神流川河川敷の発進
立杭から群馬県側の既設のヒューム管に滞留水が
多かったため，管更生工事に採用されました。
採用された主な理由として
①　さや管方式であること。（工場で製作された

ポリエチレン管を使用するため安定した品質確
保が出来る。）

②　既設管の内面にポリエチレン管がクローズフ
ィットすること。（既設管内面に加圧時，密着

する。）
③　流量を確保出来ること。（ポリエチレン管の

水理特性として，ヘーゼン・ウイリアム式の流
速系数は，C ＝ 150 が採用されている。）

　今後，農業用水パイプラインは，維持・補修事
業が増えていくことが予想されます。紹介したサ
ブライン工法は長スパンの施工が可能で，尚且つ，
耐震性のあるポリエチレン管を使用する工法であ
り，本工法によりストックマネジメントのニーズ
に貢献していきたいと思います。




