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■改築工法における位置づけ

　昨今、マンホールの更生が求められている。
　今までの更生工法では底版に作用する荷重等の影響
検討が行われておらず、また、現場での作業工程が多く、
施工日数を要していた。さらに、施工品質のばらつき
も懸念されていた。
　そこで当工法は、下部工の躯体更生部と上部工を分
離して構築することにより、既設マンホール底版に作
用する活荷重や上載荷重を上部工の基礎を経て地山に
伝達させる構造とし、底版への荷重軽減を図ることと
した。
　また、上部工のコンクリート二次製品と下部工の強
化プラスチック複合管（以下、更生材という）を用い
ることにより、特別な施工技術を要しないことから既
設マンホールの劣化状態に関わらず、品質のばらつき
を軽減し、さらに耐荷性能、耐久性能に優れた自立マ
ンホール更生工法である。

【技術の概要】
　腐食や老朽化により耐荷力が失われた既設マンホー
ルをコンクリートブロックと更生材で新設マンホール
と同等以上の性能に更生する「自立マンホール更生工法」
であり、上部工と下部工で構成される。上部工は鉄筋
コンクリート二次製品であり活荷重、上載荷重を上部
工の基礎から周辺地盤に分布させ、底版に荷重を伝達
させない構造となっている。下部工は更生材を既設マ
ンホール内に挿入後、既設マンホールと更生材間にモ
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ルタルまたはグラウト材を充填し地山との一体化を図り、
常時の水平荷重に加え地震時荷重に対しても耐荷性能
を確保するとともにマンホールの腐食環境に対する「耐
久性」も向上させる。

【技術の特徴】
　自立マンホール更生工法として、組立および現場打
（マンホール１～４号、マンホール深さ10ｍまで）を
適用範囲とする建設技術審査証明書を取得している。
　既設マンホールの診断調査による残存強度を必要と
せず、無筋構造のマンホールへの対応も可能であり、
新設と同等以上の耐荷力を有する工法である。
　上部工と下部工が分離した構造であるため、更生後
マンホールの浮上防止の検討および対応が可能である。
　底版に荷重を極力伝達させない構造となっている。
　下部工である更
生材は、ステップ
および中間スラブ
を取り付けた状態
で現場に搬入され
更生材長最長６m
までなので、品質・
施工性に優れる。
マンホール深さ10
ｍ以上および矩形
人孔等適用範囲外
についても検討可
能です。

SSホールシステム
自立マンホール更生工法（既設残存強度不要）

審査証明適用範囲「マンホール１号～４号、　　　　　　　　　マンホール深さ10ｍまで」
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