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丹羽 香月
丸栄コンクリート工業株式会社

対　象　管　路
設計対象地震動 要求される耐震性能

レベル 1 レベル 2 レベル 1 レベル 2

既 設
重要な幹線等 ○ ○ 設計流下能力の確保 流下機能の確保
その他の管路 - - - -

新 設
重要な幹線等 ○ ○ 設計流下能力の確保 流下機能の確保
その他の管路 ○ - 設計流下能力の確保 -

（表－ 1）耐震設計の考え方

（図－ 1）水路構造物の変形
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TSフリューム
－TSKJ工法を用いた耐震ジョイント付三面水路－

1．はじめに
東日本大震災や阪神淡路大震災

では、地盤の変状及び液状化によ
る影響で、コンクリート構造物継
目部の破損・破断や抜出しが発生
した。これはコンクリート施設が地
盤の永久ひずみに追随し得なかっ
たことが原因と考えられている。こ
うした被害を防ぐためには、コンク
リート施設の地盤変状等への追随
性を向上させる必要がある。

2．開発の趣旨
下水道施設の耐震対策指針で
は、2006 年 4 月より下水道管路
材に関する耐震対策が義務づけら
れ、暗渠のみならず開渠にも適用
されるようになった。「重要な幹線
等」では、既設、新設ともにレベ

ル 1地震動に対して設計流下能力
を確保するとともに、レベル 2地
震動に対しては流下機能の確保、
「その他の管路」では、新設を対
象にレベル 1地震動に対して設計
流下能力を確保することが求めら
れている（表－ 1）。
地震が発生すると地盤が大きく

変動し、「不同沈下」や「浮き上
がり」が発生し、この動きに追従
できなくなると、製品同士の目地
が開き止水性が低下する（図－ 1）。
そこで、製品個々の継手部に、

フレキシブルジョイントシステム
であるTSKJ 工法を採用し、地盤
の動きおよび変位を、分散・吸収
させ、三面水路の耐震性能を向上
させた「TS フリューム」を開発
した（写真－ 1）。

なお、TSKJ工法とは、耐震性（T）、
止水性（S）、可とう性（K）に優
れたジョイント（J）工法の総称で、
「NETIS」（KK-980097-A）への登録
技術でもあり、（社）下水道推進機
構「建設技術審査証明」（審査証明
第 0850 号）の取得技術でもある。

民間開発の技術の紹介
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（写真－ 1）TSフリューム

（図－ 3）ジョイントゴムの伸縮（図－ 2）接合部詳細

3．製品及び工法概要
（1）特長
TS フリュームは、製品の接合
部に鍵穴形状の挿入孔を設けてい
る。その挿入孔に樹脂を充填後
ジョイントゴムを挿入・連結する
ことで、製品とゴムが一体化さ
れ、通常のジョイントゴムの場合
0.05MPa（約 5 m 水圧）の優れた
止水性を発揮する（図－ 2）。また、
製品の個々のジョイント部に可と
う性が確保できるため、地盤変位
（最大地盤ひずみ 1.5%）を吸収す
ることができる。塩害の影響を受
ける場所や寒冷地等でも使用可能
であり、現場条件に応じて豊富な
製品サイズが選定できる。

（2）ジョイントゴム
ジョイントゴムにはエチレンプ
ロピレンゴム（EPDM）を主原料
としたゴムを用いている。EPDM
ゴムは①耐バクテリア性、②耐候
性、③耐薬品性が良好で、近年で
は車の窓枠やビルの窓枠ゴムの止
水材として多く使用されている。
さらにジョイントゴムは JIS K 

6353「水道用ゴム」の物理的性能
の中で最も厳しいとされるⅠ類A
に規定する物性を有している。「水
道用ゴム」（Ⅰ類A）の認定を受
けるためには配合設計上において
高いグレードの配合設計を要求さ
れ、この材料を用いたジョイント
ゴム材は耐久性に優れた結果が得
られる。

TSKJ 工法で使用するジョイン
トゴムのうち、TS フリュームに
使用するジョイントゴムは、通
常製品同士の接続に使用する
「TOP-S30」、現場打ちとの接続部
に使用する「TOP-S30 片側止水板
対応」、永久ひずみに対応できる
「TOP-S50」があり、現場に応じて
使い分ける（図－ 4）。「TOP-S30
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片側止水板対応」はジョイントゴ
ムの片側にセンターバルブ 200 タ
イプと同等の止水板がついてお
り、現場打ちとの接続にも柔軟に
対応する。
ジョイントゴムのセンター部
分が蛇腹構造となっているため、
TOP-S30 の場合、地盤の変化に
対して最大 30mm までの抜出し
に対応、せん断方向の変位にも約
20mm程対応可能である（図－ 3）。

（3）充填材
挿入孔に充填する充填材は、構
造物の破損箇所の注入・充墳用に
開発されたグリース状の 2液常温・
硬化型エポキシ樹脂系接着剤で、
主剤 2、硬化剤 1の割合で練り混ぜ
て使用する（写真－2、3）。低い圧
力で流動注入されるため、作業が
容易でダレも少ない。可使時間は
外気温 20℃の時 80 分程度、実用
硬化に 1日なので、施工翌日にす
ぐ埋め戻しが可能となる（表－2）。

（図－ 4）ジョイントゴムの種類

（写真－ 2）エポキシ樹脂 （写真－３）樹脂充填状況

項　目 主剤（A） 硬化剤（B） 混合物

外　観 白色マヨネーズ 褐色マヨネーズ状 褐色マヨネーズ状

主成分 エポキシ樹脂・
無水珪酸

変成ポリアミドア
ミン・無水珪酸 ―

比重（20℃） 1.1 1 1.05

混合比 主剤（A）：硬化剤（B）＝ 2 ： 1 （重量比）

可使時間 80分／ 20℃

施工可能温度 5 ℃～ 35℃

初期硬化 12時間／ 20℃

実用硬化 1 日／ 20℃

完全硬化 7 日／ 20℃

（表－ 2）エポキシ樹脂の性状
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4．内水圧試験
ジョイントゴムTOP-S30 とエポ
キシ樹脂による内水圧試験を行っ
た結果を（表－ 3）に示す。
内水圧試験は、円形の試験体
を 2体接合し、その接合部に内部
からの水圧を負荷できる試験機を
セットして行った。
標準位置水密試験では、規定
の目地幅である 3 mmにセットし
た状態で試験を行った。水平抜出
し位置水密試験では、規定の目地
幅 3 mm に 対 し て、TOP-S30 の
最大抜出し量である 30mm 分を
水平方向に変位させた状態で試験
を行った。複合変位水密試験で
は、TOP-S30 の最大抜出し量であ
る 30mm 分を水平方向に変位さ

せた状態のまま、さらに垂直方向
に 20mm変位させた状態で試験を
行った。
それぞれの条件（標準位置、
水平抜出し位置、複合変位）で
0.05MPa の水圧をかけ 3分間保持
した後、漏水の有無を目視で確認
したところ、すべての条件におい
て漏水は確認されなかった。この
ことより、TS フリュームはジョ
イントゴム変形後も高い止水性を
保持していることが分かる。

5．施工手順
TS フリュームの施工の流れを

（写真－ 4）に示す。
製品の吊込みならびに布設に関
しては既存の製品と同一の作業方

法をとり、製品据付前に基礎レベ
ルを確認した後布設する。また、
砂かみ防止のため、製品小口面下
の砂を少し除去する。製品小口面
に挿入孔を形成しているため、吊
込みならびに据付時に衝撃を与え
て挿入孔が破損しないように注意
しながら作業を行う。
まずエポキシ樹脂を主剤 : 硬化
剤＝ 2：1（質量比）で容器内に
取り出し、色が均一になるまで十
分撹拌した後、カートリッジに詰
めて製品小口面に形成された挿入
孔に注入する。この際挿入孔への
樹脂充填量が不十分だと、TS フ
リューム本来の止水性を十分に発
揮できなくなる恐れがあるので慎
重に作業を行う。次に専用のヘラ

（表－ 3）内水圧試験の試験結果

試験項目
目地幅（mm） 水圧（Mpa） 内水圧保持時

間 結　果
目標値 試験値 目標値 試験値

標準位置 3 3 0.05 0.05 3 分 漏水無し

水平抜出し 30
（目地間隔 33）

30
（目地間隔 33） 0.05 0.05 3 分 漏水無し

複合変位
水平方向：30
（目地間隔 33）

＋
垂直方向：20

水平方向：30
（目地間隔 33）

＋
垂直方向：20

0.05 0.05 3 分 漏水無し

複合変位標準位置 水平抜出し位置
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を用いて充填量の調整・確認を行
い、油や泥が付着しないように注
意しながらジョイントゴムを取り
付ける。最後に引き寄せ治具を用
いて製品を引き寄せる。これらの
作業を繰り返し行い据付完了とな
る。なお引き寄せ後の目地幅は
TOP-S30 のジョイントゴムを使用
した場合、標準で 3 mm、現場打
ち部との接続部で 10mmとし、ラ
イナープレート等で目地管理を行
いながら据付を行う（図－ 5）。

6．その他製品での対応
TSKJ 工法では三面水路以外に、

L形水路やオープン式遊水池など
の製品にも対応することができる。
L形水路においては、従来現場

打ちコンクリート部はセンターバ
ルブタイプの止水材を使用し耐
震性を確保していたが、製品部は
止水のみで耐震対応となっていな
かった。そのため、地震時に製品
部と現場打ちコンクリート部が
別々に地盤の変化に追従し、L形

水路全体としての耐震性を確保す
ることが困難だった。
そこで、ジョイントゴムの両端

に止水板がついた「TOP-M50 両
側止水板対応」のゴムを開発し、
製品部と現場打ち部を 1本の連続
したジョイントゴムで接続するこ
とで、水路全断面における耐震・
止水対応を可能とした（図－ 6、7）。

（写真－ 4）TSフリューム施工手順

（図－ 5）施工目地幅
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（図－ 6）L形水路断面図 （図－ 7）L形水路に使用するジョイントゴム

7．施工実績
TS フリュームは全国各地で幅
広く使用されており、平成 26 年 1
月現在で 50 件以上の実績を挙げて
いる（写真－ 5）。コンクリート製
品搬送据付装置「リフトローラー
工法」（NETIS：CB-990105-V）の
併用や斜切製品での対応も可能で
ある。また、水路の埋め戻しがな
く水路壁が地上に露出している現
場や、マイナス 20℃の厳しい条件
下（寒冷地用の充填材を使用）で
の現場でも漏水は一切確認されて
いない。現場打ち部との接続部も、
片側止水板付きジョイントゴムを
使用することで、接続部に可とう
性をもたせることが可能となった。

8．おわりに
TSKJ工法は三面水路、L形水路、
オープン式遊水池など様々なプレ
キャスト製品に対応可能で、高い
評価を得ている。今後さらなる改
良・開発を行い耐震・止水対応製
品としてより一層全国で使用して
いただけるように努力したい。

（写真－ 5）施工事例

水路壁が露出している三面水路

寒冷地＋リフトローラー施工

L形水路での対応

斜切対応＋リフトローラー施工

現場打ちとの接続部

オープン式遊水池での対応




