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 日本下水道事業団（JS）では、「シートライニング工法（光硬化型）による防食技術」

について、技術評価を開始します。 

 

 平成 26 年 10 月 17 日（金）「第 68 回日本下水道事業団技術評価委員会」において、

谷戸善彦理事長から同委員会の津野洋会長（大阪産業大学教授）に対し、上記の評価に

ついて諮問を行います。 

 

このため、これらの技術に関する実績や調査研究による知見を体系的に整理し、「シ

ートライニング工法（光硬化型）による防食技術の評価に関する報告書」としてとりま

とめ、評価を実施するものです。なお、「シートライニング工法（光硬化型）による防

食技術」の審議は、技術評価委員会に設けられた「シートライニング工法（光硬化型）

防食技術専門委員会」（委員長：久保内昌敏 東京工業大学教授）に付託され、この専

門委員会で詳細な検討評価が行われる予定です。なお、平成 27 年 3 月に答申が行われ

る予定です。 

 

記 

 

「第 68 回日本下水道事業団技術評価委員会」 

 

１． 日 時   平成 26 年 10 月 17 日（金）15：00～ 

           （取材は委員会の冒頭のみ(写真撮影可)とさせて頂きます。） 

 

   ２． 場 所   日本下水道事業団 本社 8 階 大会議室 

 

以上 

 

 

 

 

 

     

シートライニング工法（光硬化型）による防食技術の評価について 

（問い合わせ先） 

日本下水道事業団  技術戦略部 

資源技術開発課長  山本 博英 

TEL：（03）6361－7854 
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シートライニング工法（光硬化型）による防食技術の評価について 

 
１．技術評価の背景 

 
 日本下水道事業団（JS）は、下水道施設特有の腐食機構である硫酸腐食に対

処するため、わが国初のコンクリート腐食対策に関する技術基準を昭和 62 年に

策定して以来、調査・研究、施工実績を踏まえて幾度かの改訂を行い、平成 24
年に「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュ

アル」（以下、JS 防食指針）の第 2 次改訂を行った（別紙１及び別紙２参照）。

現在さらに改訂中である。 
 JS 防食指針では、コンクリート腐食・劣化を防止するため、コンクリート表

面に耐硫酸性の高い被覆層を形成させる防食被覆工法の一つとして、シートラ

イニング工法に後貼り工法を位置づけている。この後貼り工法の一種として新

たに光硬化型工法（別紙３参照）が日本下水道事業団と民間企業の共同研究で

開発され、実施工に採用されつつあることから、光硬化型工法の技術評価を行

うものである。 
 技術評価では、光硬化型工法の技術的特徴を整理し、設計手法と施工管理方

法について取りまとめることを目的とする。 

 
２．技術評価の内容 

 
（１）シートライニング工法（光硬化型）の技術的特徴 

 
光硬化型工法による防食被覆層の構成と特長、防食被覆層に求められる要求

性能と品質規格を整理し、その適合性等を確認する。 

 
（２）シートライニング工法（光硬化型）の設計手法と施工管理方法 

 
光硬化型工法を防食工法に選定採用する際に留意すべき事項、標準的な工程、

施工条件を示す。施工方法については、施工管理チェックシートと施工例を提

示し、信頼性を確認する。 

 
３．実施体制 

 
技術評価は、JS 理事長の諮問機関である技術評価委員会において行う。 

 技術評価に係る詳細な技術事項の審議は、下水道施設や防食技術に精通した

補足資料 
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専門家から構成する「シートライニング工法（光硬化型）防食技術専門委員会」

を設置して行う。なお、専門委員会の事務局は、JS 技術戦略部資源技術開発課

が担当する。 

 
４．スケジュール（案） 

 
平成２６年１０月１７日 ：JS 理事長より技術評価委員会会長に諮問 
平成２６年１０月２０日 ：第１回専門委員会 
平成２６年１２月  ：第２回専門委員会 
平成２７年３月  ：第３回専門委員会 

同月  ：技術評価委員会会長から JS 理事長に答申 
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（別紙１） 

 
JS におけるコンクリート腐食対策に対する取り組み 

 
年 JS における取り組み 関連事項 

S55～  
国内で硫化水素に起因するコンクリ

ート腐食・劣化の事例報告が顕在化 

S56 援助課が鹿児島市南部処理場を調査  

S61 
技術開発部が沖縄県の施設を調査（初めての地方

受託調査） 
 

S62 「コンクリート防食塗装指針（案）」制定  

S63 
初めてコンクリート防食被覆材を民間開発技術

として審査証明 
 

H3 
「コンクリート防食指針（案）」制定（主として

ポンプ場・処理場を対象） 
 

H5 
コンクリート腐食対策について、民間企業との共

同研究を開始 
 

H12 
耐硫酸モルタル等について、民間企業との共同研

究を開始 
 

H13 
「下水道構造物に対するコンクリート腐食抑制

技術及び防食技術の評価に関する報告書」の答申

「下水道施設計画・設計指針と解説‐

2001 年版‐」（(社)日本下水道協会）

に、初めて“硫化水素による腐食対策”

が掲載 

H14 
「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及

び防食技術指針・同マニュアル」の制定 

下水道管路施設腐食対策の手引き

(案)（(社)日本下水道協会）の発刊 

H15  

下水道法施行令の改正により、公共下

水道等の構造の技術的な基準に腐食

防止対策が規定 

H19 
「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及

び防食技術指針・同マニュアル」の改訂（第１次）
 

H20 「耐硫酸モルタル防食技術」の技術評価の答申  

H22 
シートライニング（光硬化型）防食技術について

民間企業との共同研究を開始 
 

H24 
「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及

び防食技術指針・同マニュアル」の改訂（第２次）
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（別紙２） JS におけるコンクリート腐食対策に関する技術基準の改訂経緯 

 
制定・改訂 

年月 
制定・改訂の概要 

S 62 年 

3 月 

コンクリート防食塗装指針（案）の制定 

下水処理場の密閉構造物のコンクリート腐食を防ぐことを目的に、硫化水素（H2S）

ガスの発生が多いとされる施設（嫌気性汚泥消化槽内部、汚泥濃縮槽内部、雑用水ピッ

ト・汚泥貯留ピット・脱離液返流系統等、沈砂池及び最初沈殿池、その他）を対象に、

タールエポキシ樹脂塗装をすることとした。 

Ｈ 3 年 

3 月 

コンクリート防食指針（案）の制定 

ポンプ場・処理場のコンクリート腐食の防止を目的に、硫化水素の生成及びコンクリ

ート腐食のメカニズムを記述し、腐食環境を分類（A、B、C、D 種）し、防食被覆工法

の標準設計仕様を定めた。 

また、塗装指針（案）のタールエポキシ樹脂に加えて、有機質被覆材料として、エポ

キシ樹脂、ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等が追加された。 

H 5 年 

6 月 

コンクリート防食指針（案）の改訂（第１次） 

新しく開発された防食被覆材料の取り込み、防食被覆施工におけるコンクリート躯体

の処理や被覆対象コンクリートの前処理、表面処理、素地調整の章立てと、対象コンク

リート躯体の検査が追記された。 

H 9 年 

6 月 

コンクリート防食指針（案）の改訂（第２次） 

コンクリート防食被覆材の更なる開発を受けて、従来の塗布型ライニング工法に加え

て、シートライニング工法を取り込み、標準設計仕様の見直し、コンクリート防食の耐

久性の目標年数を定めるなど、コンクリート防食の品質向上を目指した。 

H 14 年 

11 月 

下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアルの制定 

技術評価報告書（平成 13年 3 月）を踏まえて、硫酸によるコンクリート腐食・劣化の

機構・現象の記述の充実、腐食抑制技術と防食技術による設計・施工・維持管理にわた

る総合的な腐食対策の明確化、標準設計仕様の例示から性能照査型への移行等、指針（案）

を全面改訂した。 

また、腐食対策に関する技術上の方針を定めた「指針」と、指針に基づく設計・施工

及び維持管理における具体的手法を記載した「マニュアル」に分離するとともに、改称

した。 

H 19 年 

7 月 

下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアルの改訂（第１次） 

制定後約 5 年間の運用で明らかとなった種々の課題への対応を図るため、全体構成や

記載内容を全面的に見直し、性能照査型の徹底、防食被覆工の設計・施工の明確化及び

記載の充実、既設コンクリート構造物の補修に関する記載の充実、施工実態や関連規定

改正等の反映等により、指針・マニュアルの改訂を行った。 

なお、第 1 次改訂版からマニュアルのみを公開するものとした。 

H 24 年 

４月 

下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアルの改訂（第２次） 

耐硫酸モルタル防食技術の技術評価報告書（平成 20年 3 月）を踏まえて、従来の塗布

型ライニング工法、シートライニング工法に加えて、耐硫酸モルタル工法を取り込み、

設計腐食環境と工法規格の関係を整理し、コンクリート防食の品質向上を目指した。 

第１次改訂版と同様にマニュアルのみを公開するものとした。 
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（別紙３） 

 
 

シートライニング工法（光硬化型）の概要 

 
 
１．防食被覆層と硬化原理 

 
 光硬化型工法では、工場で光硬化性樹脂を無機質材料のガラスマット等に含

浸させてプリプレグ（半硬化）状態にしたシートを、施工現場のコンクリート

表面にシート専用パテを介して貼り付けた後、紫外線等の光を照射することに

よりシートを硬化させる。防食被覆層の構成は図１のとおりである。 

 
 

 
 

図１．光硬化型工法の防食被覆層 

 
 
 シートに用いられる樹脂は、①硬化後にポリマーの主成分となるオリゴマー、

②樹脂の溶剤で硬化後にポリマーの一部となるモノマー、③光照射により光重

合反応を開始する光重合開始剤から構成されている。 
シートの硬化は光ラジカル重合反応によるものであり、光照射により重合開

始剤が分解し、その分解物が重合反応の開始種となってモノマーが重合しポリ

マーに転換して硬化するものである。 

 

光硬化型プリプレグシート 

シート専用パテ 

下地プライマー
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２．特長 

 

 光硬化型工法は以下の特長を有する。 

 

○シートが工場で製作されるため、品質が安定している。 

○シートに一定の塑性があり鋏等で切断が可能であるので、曲面や複雑な構造

物形状にも容易に適用することができる。 

○シートの硬化時間が短く、塗布型と比較して短期間で施工が完了する。 

 

３．民間企業との共同研究の実施 

 

以下の２グループと平成 22年度から平成 24年度の期間、共同研究を行った。 

 

○積水化学工業株式会社・旭化成ジオテック株式会社 

○昭和電工株式会社・昭和電工建材株式会社 

 

４．主な導入実績 

 
施工年度 

(平成） 
施工場所 施工箇所 

施工面積 

（ｍ2） 
JS 発注 

17 大分県 汚泥濃縮槽 157 ○ 

17 岐阜県 最終終末処理槽 390 ○ 

19 静岡県 最初沈殿池、反応タンク 2,420 ○ 

20 神奈川県 汚泥貯留槽 294.07 － 

21 和歌山県 汚泥貯留槽 252 － 

22 沖縄県 
汚泥濃縮貯留槽と、 

余剰汚泥貯留槽 
223.6 ○ 

23 北海道 汚水分水桝 155 － 

23 千葉県 特殊マンホール 121 － 

24 石川県 消化タンク 637 － 

25 石川県 分水井 417 － 

25 東京都 
放水路（BOX）階段 

落差工 
396 － 

25 鹿児島県 汚泥貯留槽 147.8 ○ 

 


