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株式会社 ハネックス・ロード

各種舗装工事（切削オーバーレイ、オーバーレイ、
打換え、新設）、人孔鉄蓋維持修繕工事

上水道・下水道・通信・電力・ガス・共同溝等

300､400､500､600､900､900-600

φ600㎜～φ1630㎜
切断深さ450㎜

アスファルト、コンクリート、インターロッキング、
平板

夜間工事（低騒音）、早期交通開放、高耐久性、ライ
フサイクルコスト（低減）

※円切カッターの切断速度：舗装と垂直方向に約1㎝　以上/分（φ1000㎜）

適用工事

適用人孔

マンホール蓋サイズ（呼び）

施工径（切断サイズ）

1度で切断できる最大深さ

舗装種別

特に効果の高い適用範囲

人孔鉄蓋後付・修繕工法 エポ工法

エポ工法は、以下の性能を有すると認定された。
（１） 施工性の向上

舗装工事区間に人孔鉄蓋の突起がないため、障害のない連続機械化施工が可能となった。そのため舗装材
料の敷均し、転圧がしやすく、施工性が向上すると認められた。

（２） 安全性の確保
工事期間中の一時交通開放に際しては、人孔上部の仮撤去を行い規定の仮蓋を設置してから施工するの
で、人孔部の摺付けが不要になり、交通の安全が図れると認められた。

（３） 舗装の平たん性の確保
舗装工事完了後の人孔鉄蓋周囲の舗装の平たん性が確保できると認められた。

（４） 耐久性の確保
アスファルト舗装と同等以上の耐久性が確保できると認められた。

（５） 環境保全の確保
従来工法と比較し、低騒音・低粉塵での施工が可能であり、工事対象範囲の縮減と産業廃棄物（旧調整
材、切断汚泥水等）の削減ができると認められた。
また、人孔鉄蓋周辺の段差に起因する車輌騒音・振動を低減し、環境保全に寄与できると認められた。

審査証明有効期間

技術保有会社／お問合せ先

本概要書は、一般財団法人土木研究センター（PWRC）が行った「建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。
一般財団法人 土木研究センター（PWRC）企画・審査部　TEL03-3835-3609　http://www.pwrc.or.jp/shinsa.html

適用範囲

審査証明の結果



円切カッター径の範囲

円切カッターの切断深さ

円切カッターの切断速度

最小φ600㎜、最大φ1630㎜

最大450㎜

1㎝以上／分（φ＝1000㎜）

性　　　　　　能諸　　　　　元

圧縮強度

曲げ強度

18  N/㎟ 以上

5.0 N/㎟ 以上

JIS A 1108準拠（常温時、養生3日）

JIS A 1106準拠（常温時、養生3日）

試 験 方 法強　度

人孔鉄蓋後付・修繕工法 エポ工法
技術の概要

「エポ工法」は、舗装工事前に人孔上部を撤去することにより、掘削、舗装材料の敷均し、転圧等各種作業の

効率化を図る人孔鉄蓋後付・修繕工法である。本工法によれば、「人孔周辺の既設舗装を切断、アスファルトご

と撤去」することで、難易度の高い人孔近傍の掘削・切削作業を容易化し、復旧時においては、突起により断続

的な施工を余儀なくされた既存工法と比べ、連続機械化を可能とすることで人孔周辺の締固め度を高め、また施

工性を著しく向上させる。

施工は、「人孔周辺の切断・撤去工」、「人孔上部の据付工」、「復旧工」に区分され、「円形・垂直切断」や、

「高強度・高粘性のエポキシ系レジンコンクリート（ESコンクリート）」を採用する等、各区分において、品質

の確保および作業や管理の高効率性に配慮している。

また、「一時交通開放時の通行性の確保」、および人孔鉄蓋周囲の平たん性に優れた舗装による「車輌の走行騒

音、振動、粉じん等の軽減」といった、施工後供用時の沿道住民に対する「安全面、環境面への配慮」もエポ工

法の特長のひとつである。

「エポ工法」は、人孔鉄蓋周囲の舗装を円形に切断し、アスファルト塊もろとも撤去し、鉄蓋受枠部の調整復

旧には、ＥＳコンクリート等を使用する工法である。

技術の特徴

２．使用材料

１．使用機械

エポリングの形状および寸法

（１）規定の仮蓋

規定の仮蓋は自動車荷重T－２５（衝撃係数ｉ＝0.4）に耐えうる強度を有し、また、たわみ量はJIS 

A 5506下水道用マンホール蓋の許容たわみ量以下となっている。

（２）ＥＳコンクリート

ＥＳコンクリートは、立ち上がり強度が高く粘性のあるエポキシ系のレジンコンクリートである。

（３）エポリング

調整復旧時の高さの調整にはコンクリートリング（エポリング）を用いる。

※ＥＳコンクリートの室内性状試験結果
ＥＳコンクリートは、各試験項目において舗装に用いられるアスファルト混合物、セメントコンクリート
に比べ高い物性値を示し、性能指標などを満足するものである。
ＥＳコンクリートは、アスファルト混合物と同等以上の性状を有していることを確認した。

ＥＳコンクリートの物性

円切カッターの諸元・性能
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「切削オーバーレイ工事の事例」
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