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まえがき 

 

下水道管路施設の多くは地中に埋設されている。埋設管は、下水性状の変化が少

ない、交通を初めとする都市活動に与える影響が小さい、故意による損傷が防止で

きるなどの利点がある。しかし、道路より低い位置に住居がある場合には、ポンプ

設備を新たに設けたり、本管を深く埋設したりする必要があることからコストが割

高になるため、民地や水路空間、側溝等を利用して、管きょを地上に配管する方法

（クイック配管）が提案された。 

クイック配管は、地上に露出させることが想定され、故意の外力（いたずら等）

による破損や紫外線や気温による劣化進行がリスクとして考えられるが、維持管理

の容易性（異常の早期発見、補修しやすさ）をもってこのリスクに対応することを

基本的な設計思想としている。 

現在、下水道における露出配管としては、橋梁の添架管や処理場内の連絡管など

限定的に使われているが、今後、地形的条件から施工が困難な箇所における未普及

解消や効率的な改築に供する技術として期待される。 

本技術利用ガイド(案)は、下水道クイックプロジェクト推進委員会における技術

評価を踏まえて作成されており、クイック配管の調査・設計・施工・維持管理に必

要とされる基本的な考え方について、従来からの理論・経験、および岩手県二戸市、

福島県会津坂下町、東京都檜原村、熊本県益城町、鹿児島県日置市で行われた下水

道クイックプロジェクトの社会実験による検証結果をもとにとりまとめられている。

本技術利用ガイド(案)が利用され、下水道未整備地域において安価かつ早期に下水

道が整備されることが期待される。 

 なお本技術利用ガイド(案)の作成に当たっては、岩手県二戸市、福島県会津坂下

町、東京都檜原村、熊本県益城町、鹿児島県日置市に多大なるご協力を頂き、記し

て謝意を表する。 
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第１章 総則 

§１ 技術の概要 

「クイック配管（露出配管・簡易被覆・側溝活用）（以下、総称して「クイック配管」とい

う）」とは、道路の下ではなく、民地や水路空間、側溝等を利用して、経済的かつ短工期で

下水道管きょを布設するものである。 

 

【解説】 

下水道管きょの多くは地中に埋設されてい

る。埋設管は、下水性状の変化が少ない、交

通を初めとする都市活動に与える影響が小さ

い、故意による損傷が防止できるなどの利点

がある。しかし、道路より低い位置に住居が

ある場合には、ポンプ設備を新たに設けたり、

本管を深く埋設したりする必要があることか

らコストが割高になるため、民地や水路空間、

側溝等を利用して、管きょを地上に配管する

方法（クイック配管）が提案されている。 

クイック配管は、地上に露出させることが

想定され、故意の外力（いたずら等）による破損や紫外線や気温による劣化進行がリスクとして

考えられるが、維持管理の容易性（異常の早期発見、補修しやすさ）をもってこのリスクに対応

することを基本的な設計思想としている。 

現在、下水道における露出配管としては、橋梁の添架管や処理場内の連絡管など限定的に使わ

れているが、今後、地形的条件から施工が困難な箇所における未普及解消や効率的な改築に供す

る技術として期待される。 

また、クイック配管は、道路下に埋設しないため、他企業の埋設管との調整（移設）が不要で

あるとともに、重機を伴う土工等の作業が減少し、大幅にコスト縮減が図れること、同様に、作

業が減少することで、大幅な工期短縮となり、早期供用が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１-１ 「クイック配管」概要図 

 

 
写真１-１ クイック配管 
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§２ 適用の範囲 

この技術利用ガイド（案）は、クイック配管の調査・設計・施工および維持管理の基本的

な考え方を示すものであり、本技術利用ガイド（案）に記載のない事項については、「下水

道施設計画・設計指針と解説」や「下水道土木工事必携」、「下水道維持管理指針」等を参

考にすることとする。 

なお、技術導入にあたっては、分流式の自然流下方式および圧力方式（圧送式）における

小口径管きょ（φ200mm 以下）の可とう管で、管材は、塩化ビニル管および高密度ポリエチ

レン管（圧送式への採用は、水密性等を考慮して高密度ポリエチレン管とする）の使用を前

提として、下記の条件を満足する必要がある。 

（１）「通常の埋設による施工では整備が困難もしくは著しく割高になる地区」、「早期供用

が求められており、下水道整備の緊急性が高い地区」のいずれかを満たす 

（２）改築（布設替え）や補修が容易に実施できる場所に設置されること 

（３）地上に配管することで、歩行者や車両の通行等の支障とならないこと 

（４）事故発生時の社会的影響が大きいと判断される路線への導入は避けること 

（５）側溝活用の場合、十分な側溝の雨水排除能力（流水断面）が確保できること 

 

【解説】 

この技術利用ガイド（案)は、従来からの理論・経験および福島県会津坂下町、東京都檜原村、

熊本県益城町、鹿児島県日置市で行われた下水道クイックプロジェクトの社会実験による検証結

果より明らかとなった、調査・設計・施工および維持管理の基本的な考え方を示すものである。 

なお、この技術利用ガイド（案)の内容は、社会実験により評価を実施した分流式の自然流下方

式および圧力方式（圧送式）で、小口径管きょ（φ200mm 以下）の可とう管における施工を想定

してとりまとめている。 

また、管材については、社会実験で使用した塩化ビニル管および高密度ポリエチレン管（圧送

式については、高密度ポリエチレン管）の評価結果をもとにとりまとめを行っている。ただし、

その他の管材（鋳鉄管、鋼管、ＳＵＳ管等）の採用を妨げるものではなく、クイック配管のコス

ト縮減効果や工期短縮効果を踏まえ、十分な耐久性を有し、管材の伸縮特性等の物理量が把握で

きる場合には採用が可能である。 

上記の前提条件における本技術の適用条件を以下に示す。 

 

（１）「通常の埋設による施工では整備が困難もしくは著しく割高になる地区」、「早期供用が求め

られており、下水道整備の緊急性が高い地区」のいずれかを満たす 

民家が近接しており、狭小の道路や局所的に地盤の変化が大きいところなどは、通常の埋設

による施工では整備が困難もしくは高コストになることがあるため、このような地域では、ク

イック配管が適している。また、従来から採用されてきた工法に比べて、土工等の作業が減少

するため、工期の短縮が可能となることから、下水道整備の緊急性が高い地区の早期供用が可

能となる。 



 

 （３）

（２）改築（布設替え）や補修が容易に実施できる場所に設置されること 

管きょを露出し配管した場合は、布設状況によって外力による破損の可能性や紫外線による

耐衝撃性の低下、気温変化による伸縮等が生じることが考えられる。これらの影響による管き

ょの破損やズレに伴う漏水等の異常の発生への対応を考慮しておく必要があり、容易な改築（布

設替え）や補修による対応が可能となる場所に布設する必要がある。 

 

（３）地上に配管することで、歩行者や車両の通行等の支障とならないこと 

歩行者や車両の進入がある場所では、布設状況によって歩行者や車両の通行等の支障となる

ことが考えられる。また、塩化ビニル管については、長期的に紫外線等により耐衝撃性が低下

するため、外力が働くことをなるべく避けるよう留意する必要がある。 

したがって、クイック配管については、歩行者や車両の通行がない場所に設置することが望

ましく、通行がある場合にも支障とならないよう必要な措置をとる必要がある。 

 

（４）事故発生時の社会的影響が大きいと判断される路線への導入は避けること 

前述のとおり、従来から採用されてきた工法に比べ、破損等に対するリスクの増大が考えら

れ、破損やズレに伴う漏水等の異常が生じた場合には、下水道サービスの停止、周辺環境、交

通への影響等が想定される。 

一方、露出配管は事故発生時の緊急対応が比較的容易であり、これらを勘案して異常発生時

の影響について検討を行い、事故発生時の社会的影響を確認の上で導入を検討する必要がある。 

 

（５）側溝活用の場合、十分な側溝の雨水排除能力（流水断面）が確保できること 

側溝活用において、側溝の流水断面下に配管する場合、側溝本来の雨水排除機能に影響を及

ぼすことが考えられる。 

したがって、側溝内配管時における雨水排除能力や維持管理等への影響を検討し、側溝管理

者との十分な協議の上、問題がないことを確認する必要がある。 

 

§３ 関連法令等 

関連する法令等の内容を十分把握し、手続き、対策等に万全を期さなければならない。ま

た、民地、水路空間等に布設する際には、法令のみならず、所有者および管理者との協議

を実施する。 

 

【解説】 

調査・設計・施工および維持管理においては、法令等による規制を受けるので、規制の内容、

諸手続き、対策等について事前に十分調査検討し、必要に応じて関係諸機関や管理者に対しての

協議・調整を行い許認可または承認を得なければならない。 

主な関連法令等は表１-１のとおりであるであるが、状況に応じてその他関連法令等についても

参照する必要がある。 
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表１-１ 主な関連法令等 

法 令 等 

都市計画関連 都市計画法 

地下の公共利用の基本計画の策定等の推進について 

建設関連 建設業法 

下水道法 

河 川 法 

道路法、道路交通法 

労働関係 労働基準法 

労働安全衛生法 

環境関係 環境基本法 

騒音規制法 

振動規制法 

水質汚濁防止法 

大気汚染防止法 

土壌汚染対策基本法 

その他 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

建設副産物適正処理推進要綱 

資源の有効な利用の促進に関する法律 

自然公園法及び自然環境保全法 

建設工事公衆災害防止対策要綱 

水産資源保護法 

火薬類取締法 

電気設備技術基準 

酸素欠乏症等防止規則 

消 防 法 
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§４ 採用にあたっての主な留意点 

クイック配管の採用にあたっては、§２に示す適用の範囲を満足していることを確認する

とともに、十分な事前検討により採用の可否を判断する必要がある。 

採用にあたっての主な留意点を以下に示す。 

（１） 経済性、緊急性（早期の供用や改築の必要性等）、施工性、維持管理性、耐久性に

十分配慮し、技術の導入を検討する。 

（２） 露出し配管した場合、気候や設置位置（日当たり）、外力による影響等を受けやす

いため、これらの影響を十分調査した上で導入を検討する。 

（３） 塩化ビニル管は紫外線によって耐衝撃性が低下する恐れがあるため、屋外に設置す

る場合は、覆土等による防護、管きょへの耐候性テープまたは耐候性塗装等を施す

必要がある。 

（４） 落雪等の外力が想定される場合には、覆土やＵ字溝等により管を防護する必要があ

る。 

（５） 露出し配管した場合、気温の影響で管材が伸縮することから、点検孔や会合部等は

固定支承（固定構造）とし、塩化ビニル管では、支承間は伸縮継手を使用するなど、

伸縮影響を考慮した構造とする必要がある。 

（６） 管材の接合部については、抜けが生じないよう確実に固定（接着及び融着等）する

必要がある。 

（７） 側溝等の流水断面下に配管する場合、管に浮力が生じるため、管のたわみが生じな

いよう固定方法を検討する必要がある。 

（８） 真冬日が観測される地区等、下水の凍結が懸念されるような状況においては、必要

に応じて保温カバーや凍結に強い管材の使用を検討する。また、基礎地盤の凍結が

懸念される場合には、凍上に配慮した基礎構造を検討する必要がある。 

（９） 景観上の配慮が必要な場合は、住民等と協議し、塗装や植生被覆・覆土等の対策を

検討する。 

（10） 管きょの破損等が生じた場合における維持管理体制について、早期発見方策や住民

合意も含めて検討する。 

（11） 露出配管の設計時には、適切な荷重項目を整理し、過度のたわみや破損の防止を図

るための支持間隔・強度について検討する必要がある。 

（12） 管材の選定および使用上の取り扱い（施工条件等）は、各メーカーにより異なる場

合があるため、各々の使用範疇（保証範囲）を考慮して適切な使用を図る必要があ

る。 

（13） 維持管理に配慮し、適当な間隔に点検孔を設ける必要がある。 

（14） 側溝内に配管する場合など、周辺の維持管理に支障をきたさないよう配慮する必要

がある。 
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【解説】 

（１）について 

クイック配管は、従来は道路下等に埋設していた管きょを地上に配管することから、土工等

の作業が減少し、経済性に優れるとともに、工期短縮による早期供用が可能であるこというメ

リットを有する。また、異常の早期発見や補修が容易など、維持管理面でのメリットも有する。 

しかしながら、管きょの露出に伴う故意の外力（いたずら）による破損や紫外線や気温によ

る劣化進行がリスクとして考えられることから、経済性、緊急性（早期の供用や改築の必要性

等）、施工性、維持管理性、耐久性に十分配慮し、技術の導入を検討する。 

 

（２）について 

従来から採用されてきた埋設管では、地中への布設となるため、気候や設置位置（日当たり）、

外力による影響等を受けにくいが、露出し配管した場合は、これらの影響を受けることとなる。 

使用する管種の材料特性により、紫外線による劣化や気温による伸縮、外力に対する抵抗力

も異なるが、直射日光の影響と想定される温度収縮による管材の亀裂や継ぎ手部での抜けとい

った事例も発生していることから、現場条件等を十分調査した上で対策（必要により、伸縮に

対応した継手の採用、日陰への設置や日よけの設置等）を含めて検討する。 

 

（３）について 

塩化ビニル管については、紫外線に当たる場所へ布設する場合、表面劣化に伴い、耐衝撃性

が低下することが国土技術政策総合研究所における実験結果で示されている。 

したがって、塩化ビニル管を露出し配管する場合には、この紫外線の影響を受けない対策を

講じる必要がある。対策としては、覆土等による防護や管きょへの耐候性テープまたは耐候性

塗装等を施すことが挙げられる。 

 

（４）について 

露出し配管した場合、従来の道路下に埋設する場合には想定されない落雪等の外力が生じる

ことが考えられる。 

落雪等の外力については、管きょ破損等のリスクを伴うことから、落雪等の外力があらかじ

め想定される場合には、覆土や蓋掛け（Ｕ字溝等）等による防護を検討する。 

 

（５）について 

気温の変化により、管材が伸縮する。その伸縮量は管種（材料）における線膨張係数の違い

により異なるが、例えば、管きょの温度変化が１℃の場合における管長１ｍあたりの伸縮量は、

計算上、塩化ビニル管で 0.07mm、高密度ポリエチレン管で 0.13mm 程度となる。 

社会実験においては、塩化ビニル管で、高温時における管きょの膨張に伴う応力集中による

破損や低温時における収縮による継手ズレの発生が確認されている。また、高密度ポリエチレ

ン管においても、管きょの収縮による人孔接続部の抜けが確認されている。 



 

 （７）

したがって、点検孔や会合部等は、固定支承（固定構造）とし十分な固定を行い、管きょの

伸縮時においても影響が生じないよう留意する。特に、塩化ビニル管では、支承間は伸縮継手

を使用するなど、伸縮影響を考慮した構造について検討する必要がある。 

 

（６）について 

 管の接合部については、管材の伸縮の影響を受けることから、抜けが生じないよう、点検孔

や会合部と同様、確実な固定が必要である。 

 社会実験においては、管の接合部での抜けも確認されていることから、管材に合わせた強固

な固定方法（接着や融着等）について検討し、施工品質の徹底に留意する必要がある。 

 

（７）について 

 側溝等の流水断面下に配管した場合、流水時において浮力が生じることとなる。浮力により

管きょのたわみが生じると滞水等の流下阻害が懸念される。 

 したがって、側溝等の流水断面下に配管する場合の固定方法の検討にあたっては、浮力にも

留意する必要がある。 

  

（８）について 

寒冷地においては、管きょ内部の温度が低下することで下水の凍結が生じ、管きょの閉塞に

伴う上流部での溢水が発生する可能性がある。 

したがって、真冬日が観測される地区等、下水の凍結が懸念されるような状況においては、

必要に応じて保温カバーや凍結に強い管材の使用を検討し、対策を講じる必要がある。特に寒

冷地では、管きょ内の下水量が少ない場合（供用初期段階、管きょの末端部等）、管きょ内の堆

積物等の影響により、流れが滞りやすくなり、かつ、夜間における流入水量が少ない場合は、

凍結の危険性が高まることが社会実験において確認されているため留意する必要がある。 

 また、寒冷地においては、基礎地盤が凍結する場合がある。そのような地域では、凍上によ

り、基礎部における不陸が生じ、施設への影響が考えられる。 

基礎構造の検討にあたっては、凍上の有無を確認し、適切な基礎構造を採用する必要がある。 

  

（９）について 

クイック配管については、新たな地上構造物となるため、周辺環境および布設状況によって

は、それまでの景観を損なう可能性がある。また、日に当たる場所への塩化ビニル管の布設に

ついては、紫外線による管きょ表面の焼けによる変色も考えられる。 

これらの影響を検討し、住民等との協議のもと、塗装や植生被覆・覆土等の周辺環境への影

響を 小限とする対策について検討する必要がある。 

 

（10）について 

外力による破損等に伴い下水の漏水が生じると、衛生上の問題等、周辺環境への影響が大き



 

 （８）

い。住民に対して、当該技術の特性を説明した上で、採用にあたっては、住民合意が求められ

るとともに、異常発生時における速やかな対応が求められる。 

露出し配管する場合、地上部での確認が可能であり、外観による破損等の異常発見も容易で

あることから、住民の協力も視野に入れ、異常の早期発見等に対する適切な維持管理体制につ

いて検討しておくことが必要である。 

 

（11）について 

水路等に布設する場合には、支持金具等により適切に固定する必要がある。支持間隔が長く

なると過度のたわみや応力集中による破損が生じることも考えられる。 

したがって、設計時においては、適切な荷重項目を整理し、過度のたわみや破損の防止を図

るために必要な支持間隔・強度について検討する必要がある。 

 

（12）について 

管きょについては、現場状況に応じた種類、規格のものを、適切な使用が可能となるよう施

工する必要がある。メーカーが定める使用範疇（保証範囲）を満足しない場合には、施工時お

よび施工後において、不具合が生じることも考えられることから、管材の選定および使用上の

取り扱い（施工条件等）は、各メーカーにおける使用範疇（保証範囲）を確認する。 

 

（13）について 

従来から採用されてきた工法と同様に、クイック配管も、管内を対象とした維持管理が必要

となる。 

したがって、マンホールを設ける替わりに、調達可能な維持管理機材の性能を確認した上で、

適切な間隔に管内の維持管理に配慮した点検孔を設ける必要がある。 

 

（14）について 

クイック配管とする場合、設置した箇所において、支障物となり、場合によっては周辺の維

持管理作業に影響を与えることも想定される。 

管きょの配置検討においては、設置箇所の本来の維持管理作業に支障をきたさないよう、十

分検討する必要がある。また、配管の保護のため、必要に応じて、例えばＵ字型側溝で覆う等

の対策を検討する。 

 

 



 

 （９）

第２章 調査・設計 

§５ 調査 

クイック配管の採用検討および設計のために、一般的な調査とともに、特に次の各項につ

いて十分な調査を行う。 

（１）地域特性 

（２）布設条件 

（３）関連者協議（民地占有含む）の要否 

 

【解説】 

調査は、クイック配管の採用の可否についての判断や設計のための資料となるものであり、こ

のことを十分に考慮して行わなければならない。 

一般的な立地条件調査、支障物件調査、地形および土質調査、環境保全のための調査等のほか、

次の各項に示す内容の調査を行う。なお、一般的な調査事項については、技術の特性を踏まえ適

宜、必要に応じた調査を行う。 

 

（１）地域特性 

露出配管とした場合、外力や気温、紫外線に対する配慮が必要となる。したがって、これら

に対する対策が必要かどうか、人の立ち入りおよび落下物の可能性の有無、気候状況（気温、

日照等）を把握する必要がある。また、寒冷地での採用を検討する際には、管きょ内の下水の

凍結が気温の影響だけでなく、管きょ内の下水量にも影響を受けることから、特に管きょの末

端部については、設計上の水量だけでなく、供用初期の接続率がまだ低い状況で想定される下

水量についても把握する必要がある。 

クイック配管とすることで、土工等の作業が軽減できるため、従来から採用されてきた工法

に比べて、使用する資機材が少なくて済む。また、施工が容易となり、ルート選定の選択肢も

増えることとなる。従来から採用されてきた工法では布設が困難な場合や道路が家屋よりも高

い位置にある場合など、道路下への埋設では不経済になるケースでのメリットが大きいことか

ら、家屋や道路状況について把握する。 

 

（２）布設条件 

クイック配管とした場合、管きょの占有する部分については、土地の所有者（または使用者）

が利用できなくなる。したがって、用地界近傍や塀等の影響の少ない位置に管きょが布設でき

ることを事前に確認し、了承を得る必要がある。また、水路や側溝に配管する場合は、必要な

雨水排除能力（流水断面）に影響がないか調査する必要がある。 

管きょの勾配については、流下能力を満足する勾配が確保できる位置に布設できるかどうか

を、十分に調査する必要がある。また、管きょの布設位置については、いたずらの防止等を考

慮して、通常は人が立ち入らない（手が届かない）箇所へ布設するなどの検討も必要となる。 



 

 （１０）

なお、管きょの定期点検または管きょの補修等の維持管理時においても、容易に立ち入るこ

とのできるスペースが十分に確保されていることを確認するとともに、設置箇所周辺部におけ

る維持管理作業に支障をきたさないか確認する。 

 

（３）関連者協議（民地占有含む）の要否 

布設する土地の所有者を既存資料等により特定し、布設することが技術上問題ないことや、

所有者に対して布設の同意についての協議を行う。主な所有者としては以下が考えられる。 

①水路、側溝の管理者 

②道路等（橋梁含む）の管理者 

③土地の所有者 

 

 

 

§６ 適用性検討 

§２に示す適用の範囲を満足した条件において、十分な適用性検討を行う。 

 

【解説】 

各種調査結果等を整理して得られた「立地」「支障物」等の社会的条件、「地形」「土質」等の自

然的条件、「騒音」「振動」「水質」等の環境的条件、「道路」「河川」等の当該地域に係る関連計画

等を確認し、ルート検討を行った上で経済性、工期、施工性の観点から従来から採用されてきた

工法との比較検討を行い、本技術の適用性を判断する。 

図２-１に手順を示し、そのうち特筆すべき事項について、§７および§８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１ 適用性検討の手順 

 

 

検討条件の確認 

ルート検討（平面、縦断）

適用性検討 

設計へ（§９） 

その他技術 
の検討 適 

不適 

立地条件調査 
（制約条件） 

・経済性比較［§７］ 

・工期比較［§８］ 

・施工性（安全性）の確認 
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§７ 経済性の比較 

クイック配管の採用にあたっては、従来から採用されてきた工法との経済性比較を行う。 

 

【解説】 

クイック配管の採用にあたっては、従来から採用されてきた工法およびクイック配管にかかる

コストを算出し経済性を比較する。 

 

(1) 建設コスト 

クイック配管の主なコスト縮減要因としては、掘削が不要になることによる土工、土留工の縮

減が挙げられるほか、道路下への布設ではないため、舗装復旧に係る費用も削減が可能である。

また、地域（適用）条件によっては、下流を含めて掘削深を浅くできることから、大きな建設コ

ストの縮減が見込まれる。 

一方、増加要因としては、管きょの設置、固定に要する費用、外力や温度変化等に関する防護

対策費用がある。なお、現場条件によっては、設置のために足場等の仮設が別途必要になる場合

も考えられるので留意が必要である。 

なお、比較にあたっては、クイック配管を採用することによる下流の影響路線も含めた比較を

行う。 

社会実験における建設コスト縮減事例を図２-２に示す。家屋が道路より低く、従来から採用さ

れてきた道路下への敷設とすると埋設深が深くなり不経済であったが、道路より低い家屋の汚水

を家屋裏の水路脇に設置した管きょ（露出）で収集することにより、下流部を含めて従来の路線

における管きょの埋設深を浅くできた事例である。 

社会実験都市における全体での建設コストの縮減率は、露出配管で 22％～82％、簡易被覆で

32％、側溝活用で 12％（排水設備含む）となっている。 

（事例は、資料１ 参照） 

 

   

【従来から採用されてきた工法】         【クイック配管】 
図 ２-２(1) 社会実験における建設コスト縮減事例 



 

 （１２）

 
 

 
図２-２(2) 社会実験における建設コスト縮減事例 

 

 

(2) 維持管理コスト 

クイック配管の維持管理コストは、社会実験実施都市での試算やクイック配管の採用都市にお

ける維持管理実績等を踏まえて算出し検討する。 

従来から採用されてきた工法の維持管理コストは、実績値や「下水道維持管理指針」、「下水道

管路施設維持管理マニュアル」、「下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－」等を参考にして

設定する。 

なお、クイック配管の維持管理方法については、基本的に従来工法と同等と考えられるが、設

置場所によって、点検・清掃等において仮設足場等の設置が必要になることも考えられるため、

費用の算出にあたっては、留意が必要である。また、クイック配管の 適な維持管理頻度につい

ては、布設状況等により異なることが想定されるため、供用後において、当該施設の状況を確認

し、検証を行う。 

管きょの露出部については、地上部での管きょの確認が可能であるため、地域住民の協力によ

る定期巡回等の点検を行うことも考えられる。 
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§８ 工期の比較 

クイック配管の採用にあたっては、従来から採用されてきた工法との工期比較を行う。 

 

【解説】 

クイック配管の主な工期短縮要因としては、掘削が不要になることによる土工、土留工の短縮

が挙げられるほか、道路下への布設ではないため、舗装復旧に伴う工期も短縮が可能である。ま

た、地域（適用）条件によっては、下流を含めて掘削深を浅くできることから、全体としての工

期短縮も考えられる。 

一方、増加要因としては、管きょの設置、固定に要する期間、外力や温度変化等に関する防護

対策に要する期間がある。なお、現場条件によっては、設置のために足場等の仮設が別途必要に

なる場合も考えられるので留意が必要である。 

よって、クイック配管の採用可否の検討の一環として、従来から採用されてきた工法採用時と

の工期比較を行う。工期比較にあたっては、実績値や社会実験実施都市での試算、クイック配管

の採用都市における実績等を用いる。 

なお、社会実験における工期短縮事例では、建設コスト縮減事例で示した同路線において、58％

の工期短縮がみられた。露出配管部のみの区間で比較すると、掘削が不要になったことによる土

工に要する期間の短縮が大きいものの、管きょの固定、設置に手間がかかることより、全体での

工期短縮率と同等となった。 

社会実験都市における全体での工期短縮率は、露出配管で 25％～58％、簡易被覆で 50％、側溝

活用で 33％となっている。 

（事例は、資料１ 参照） 
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§９ 設計の手順 

クイック配管の採用にあたっては、現地状況に応じた適切な設計を行う。 

 

【解説】 

設計にあたっては、図２-３に示す全体計画、事業計画、基本設計および詳細設計の流れで行う。

なお、各設計段階における設計手順は図２-４の通りであり、表２-１に示す検討項目について検

討を行うものとし、従来と比べて特筆すべき検討項目の詳細について、§１０から§１５に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：小規模下水道計画・設計・維持管理 指針と解説－2004 年版－ 社団法人日本下水道協会 

図２-３ 下水道事業における設計の流れ 

全体計画 

・1/2,500 の平面図を

使用 

・面的で広域的な検討 

・計画区域全域を対象に地形、道路線形及び処理場位置等

を考慮し、主要な管きょのルート、集水区域、集水系統

の決定を行う。 

・一般に５～10ha 程度の集水区画に区分して、これらに対

応する区画割施設平面図、管きょ縦断面図、管きょ流量

計算書の作成を行う。 

事業計画 
・事業認可を取得する区域を対象として、すべての路線（道

路の交差点及び地形の変化点などを１つの単位とする区

間）を対象に集水区域を設定し、これに対応する区画割

平面図、主要な管きょの縦断面図、管きょの流量計算書

の作成を行う。 

・事業計画では、認可取得に必要な主要な管きょ（幹線管

きょ）の縦断設計（管きょ縦断面図作成）を行う。なお、

枝線管きょの影響については考慮するが、縦断図作成等

は行わない。 

事業認可取得

実施設計 
（基本設計）

実施設計 
（詳細設計）

・事業認可を取得した区域を対象に、事業認可設計をふま

え枝線管きょの縦断設計を行うとともに、概略工法の検

討などを行う。 

・建設を行うためのより詳細な設計。 

・路線単位に平面設計、縦断設計、工法検討、構造計算、

数量計算などを行う。 

・1/500 の平面図を使

用 

・路線単位の検討 
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図２-４ 設計の手順 
 

 
表 ２-１ 各設計段階における検討項目 

 検討項目 認可設計 基本設計 詳細設計 

§１０ 管種 ○ ○ ○ 

§１１ 構造特性  ○ ○ 

－ 平面線形 ○ ○ ○ 

－ 縦断線形 ○ ○ ○ 

§１２ 管きょの基礎  ○ ○ 

§１３ 管きょの防護  ○ ○ 

§１４ 点検孔および取付管  ○ ○ 

§１５ 環境への配慮  ○ ○ 

 
 

各種調査結果 

設計条件の確認 

路線設計 

総合評価 

工法検討 

・管種［§１０］ 
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 （１６）

§１０ 管種 

露出し配管する場合、外力の影響、気候による温度変化や直射日光による紫外線の影響等

を受けやすいことから、これらの影響を十分考慮した管種の選定を行い、適切な使用を図

る。 

 

【解説】 

本技術利用ガイド（案）の適用は、社会実験で適用した管種（塩化ビニル管および高密度ポリ

エチレン管）を想定している。なお、圧送式については、水密性を考慮し、高密度ポリエチレン

管とする。ただし、その他の管材（鋳鉄管、鋼管、ＳＵＳ管等）の採用を妨げるものではなく、

クイック配管のコスト縮減効果や工期短縮効果を踏まえ、十分な耐久性を有し、管材の伸縮特性

等の物理量が把握できる場合には採用が可能である。 

管きょを露出して布設する場合、外力の影響、温度変化や直射日光による紫外線の影響等を受

けやすい。また、管材の使用上の取り扱い（施工条件等）は、各メーカーにより異なる。したが

って、各々の使用範疇（保証範囲）等、条件を勘案し、適切な使用を図る必要がある。 

クイック配管の耐久性については、必要に応じて紫外線対策を施した上で、いたずらや想定外

の事故等による外力がない限り、通常の埋設した場合と同等の耐久性を有する。 

 

 

 

§１１  構造特性 

クイック配管で用いる部材は、外力の影響、継手の水密性、耐衝撃性等を十分認識し選定

する。 

 

【解説】 

クイック配管は、埋設管と比較し、荷重条件が異なることに留意する必要がある。特に、埋設

管設計時には考慮しない雪荷重、人間等の想定される上載荷重について十分な検討が必要である。

また、死荷重（管内汚水荷重を含む）についても、全荷重に対する割合が大きいため、留意する。

なお、側溝等の流水断面下に配管する場合、荷重の他、浮力が生じることに留意が必要である。 

継手については、露出配管であることや、民地への布設という観点から、漏水を防止するため

の十分な検討が必要である。塩化ビニル管の接続部においては、強固な接着とし、必要に応じて、

テーピングやシーリング材等の充てん等を行うとともに、可とう性のある継ぎ手（やりとり継ぎ

手等）を利用することも検討する。 

外力については、支持金具等を利用する場合、支持金具を設置する構造物等の強度にも留意す

る必要がある。また、管きょが露出されている場合、上部からの落下物（落雪、落石等）による

管きょの外面への衝撃による破壊が生じる可能性があるため、必要に応じて対策を講じる。 



 

 （１７）

§１２ 管きょの基礎 

管きょの基礎は、管種、形状、現場条件等に応じて定める。 

 

【解説】 

クイック配管については、大きく分けて、地表面に布設する方法と壁面等に支持金具等を用い

て管きょを固定させる方法がある。どちらの方法においても、有効な管きょ勾配を確保するため

に十分に固定する必要がある。 

地表面に布設する方法については、コンクリートに固定する方法があげられる。また、支持金

具による方法については、鋼材（I 型鋼材）を利用して制作されたアンカーボルトやバンド等で

固定する方法が一般的である。現場状況に応じた適切な荷重項目を整理し、過度のたわみや破損

の防止を図るための固定方法や固定間隔、強度について検討を行う必要がある。側溝等の流水断

面下に配管する場合においては、浮力の影響についても、別途考慮する。なお、機械設備工事共

通仕様書（国土交通省）では、塩化ビニル管およびポリエチレン管の支持間隔は、2.0ｍ以下とし

ており、水道用途においてもこの基準を準拠していることから参考にされたい。（機械設備工事共

通仕様書（国土交通省）記載事項については、資料２参照） 

また、周辺状況によっては、原地盤にそのまま布設する場合もあるが、勾配の確保等、十分留

意する必要がある。 

寒冷地において、地盤の凍上が考えられる場合については、凍上に配慮した基礎構造について

検討が必要である。 

写真２-１～写真２-３に示した基礎形式は一例であり、管きょの埋設位置等を十分に考慮し、

どのような基礎を選定するか決定する。 

 

写真２-１ コンクリートによる基礎例   

 

 

 

 

 

 

      

写真２-２ 原地盤による基礎例          

写真２-３ 支持金具による基礎例 



 

 （１８）

§１３ 管きょの防護 

管きょの防護は、次の各項を考慮して定める。 

（１） 外圧 

（２） 温度伸縮 

（３） 下水の凍結 

（４） 紫外線 

（５） その他 

 

【解説】 

（１） 外圧 

埋設管にかかる主な外圧は、土圧、活荷重、地下水圧等が考えられる。これらの外圧のうち、

土荷重および活荷重のウエイトが大きい。 

それに対して、クイック配管とした場合には、土荷重、活荷重のいずれも載荷されないこと

から基本的には考慮しなくてもよい。ただし、地上に配管されることから、想定外の荷重（人

為的に作用する、もしくは、落雪、落石その他により下水道管への衝撃を与える等）により安

全率が低下する恐れがある。この場合には、Ｕ字側溝やコンクリート巻立等の適切な防護を図

る。防護の例を以下に示す。 

 

   
図２-５ Ｕ字溝による防護例 

 

 
写真２-４ コンクリート巻立による防護例 



 

 （１９）

（２） 温度伸縮 

クイック配管では、事前に地域特性による温度変化を十分に調査し、温度差を考慮した対策

を図る必要がある。 

塩化ビニル管では、高温時には管きょの膨張による応力集中で破損が生じやすく（写真２-

５参照）、また、低温時には管きょの収縮による継手ズレ等の発生が考えられる。高密度ポリエ

チレン管においても、管の収縮に伴う人孔接続部での抜けや破損が生じると考えられる（写真

２-６参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真２-５  亀裂発生状況         写真２-６ 人孔接合部におけるズレ 

 

したがって、設置場所近傍における温度変化（年間の 高気温・ 低気温および設置場所の

直射日光の照射状態等）から伸縮量を推定し、必要な対策を講じる。 

伸縮量の計算は、以下の計算式で算定される。塩化ビニル管および高密度ポリエチレン管の一

般的な線膨張係数を表２-２に示す。なお、＜参考＞に示すように、温度変化が１℃あった場合

の管長１ｍあたりの伸縮長さは、塩化ビニル管で 0.07mm、高密度ポリエチレン管で 0.13mm とな

る。 

 

   ⊿Ｌ ＝ α × ⊿ｔ × Ｌ 

ここに、⊿Ｌ ： 管きょの温度変化による伸縮長さ（ｍ） 

α  ： 管きょの線膨脹係数 

⊿ｔ ： 温度変化（℃）（＝Dmax－Dmin） 

Dmax ： 高温度（℃） 

Dmin ： 低温度（℃） 

Ｌ  ： 管長（ｍ） 

 

表２-２ 線膨張係数（参考） 

材料 線膨張係数（／℃） 

塩化ビニル管※１ ６～７×１０－５ 

高密度ポリエチレン管※２ １．３×１０－４ 
※１ 出典：塩化ビニル管・継手協会 下水道用硬質塩化ビニル管 技術資料 
※２ 出典：下水道用ポリエチレン管・継手協会 下水道用ポリエチレン管 技術資料 



 

 （２０）

 
＜参考＞温度変化 50℃の場合、管長１ｍあたりの伸縮長さ 

【塩化ビニル管】 

 ΔＬ＝α × ⊿ｔ × Ｌ 

   ＝７×10-5×50×1 

   ＝3.5×10-3（ｍ） 

   ＝3.5（mm） 

【高密度ポリエチレン管】 

 ΔＬ＝α × ⊿ｔ × Ｌ 

   ＝1.3×10-4×50×1 

   ＝6.5×10-3（ｍ） 

   ＝6.5（mm） 

 

対策として、点検孔や会合部等は固定支承（固定構造）とし、塩化ビニル管については、固

定支承間において伸縮を許容する継手構造（伸縮継手）を設置、高密度ポリエチレン管につい

ては、たわみで伸縮を許容するなどの方法がある。参考として、塩ビ管とポリエチレン管の温

度伸縮に対する接合部の対応方法を資料３に示す。 

その他、コンクリートや植生による簡易な被覆等により防護することで断熱や遮光効果を高

め、その結果、温度変化を少なくし、温度伸縮量を小さくすることも考えられる。 

また、社会実験においては、塩化ビニル管の接合部において、耐候性塗装後に接着したこと

により、想定の接着強度を得られず、継手部の外れ事象がみられた。 

塗装を施す場合には、管の接着後に行う必要がある。また、強力な接着材の使用や金具によ

る固定等、十分な固定強度が得られるよう留意する。なお、維持管理時においては、管材の伸

縮により、管きょの抜け出しや過度の応力集中がないよう点検を行う必要性があることから、

継ぎ手部において図２-６のような工夫を施すことが有効である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２-６ 伸縮による抜け出し量を把握する工夫 

 

テープや塗料等で目印を設置 



 

 （２１）

（３） 下水の凍結 

気温が零度を下回る寒冷地では、管きょ内の下水の凍結に留意が必要である。真冬日が観測

される地区等、下水の凍結が懸念されるような状況においては、必要に応じて、保温カバー等

の凍結に強い管材の使用、覆土等の対策を検討する。 

なお、国土技術政策総合研究所の凍結実験結果（詳細は資料４参照）により、管きょ内の流

水流量が小さくなると滞留部での凍結量が大きくなる結果が得られている。そのため、下水の

凍結を検討する上では、供用初期や管きょの末端部等といった下水量が少ない路線、かつ、夜

間の流入水量が少ない状況についても考慮し、必要により保温カバーによる管きょ被覆や覆土

等による対応も検討する必要がある。 

 

（４）紫外線 

塩化ビニル管については、紫外線が当たる場所へ布設する場合には、表面劣化に伴い、耐衝

撃性が低下する。13 年屋外曝露された露出配管を用いた国土技術政策総合研究所における落錘

衝撃試験の結果を図２-７に示す。（詳細は資料５参照） 

 

 

図２-７ 13 年屋外曝露された露出配管を用いた落錘衝撃試験の結果 

 

塩化ビニル管を屋外に設置する場合には、覆土等による防護、管きょへの耐候性テープまた

は耐候性塗装等を施す必要がある。 

なお、一般的に使用される耐候性塗料には、樹脂系塗料等があるが、詳細については、メー

カーに確認の上、適用検討を行う。 

 

 

 



 

 （２２）

§１４ 点検孔および取付管 

従来から採用されてきた工法と同様に、流下する下水の性状や管内面の状況が確認できる

よう、適宜、点検孔を設ける。 

取付管については、本管部との接続部において確実に固定できる構造とする。 

 

【解説】 

(1)点検孔 

点検孔は、管内を流下する下水の性状による施設への影響および下水道施設そのものの異常

を確認するために設けるものである。また、寒冷地においては、凍結の有無を確認するうえで

も点検口は有効である。 

各自治体において手配可能な維持管理機材の性能等を確認の上、維持管理性を考慮した位置

に適宜、点検孔を設置する。 

 

   
写真２-７ 点検孔の例 

 

(2)取付管 

取付管は、本管に対して原則として直角となるように設けるとともに、接続部での抜けが生

じないよう確実に固定できる構造とする。また、取付管は、本管との接続勾配が緩くなる場合

がある。この場合、取付管内の堆積物等の影響により、流れが滞りやすくなることから、寒冷

地では、本管と同様に凍結に留意する必要がある。 

 

 



 

 （２３）

§１５ 環境への配慮 

クイック配管による管きょは、布設後、住民の目に触れることが多くなるため、景観等の

周辺環境のほか、生活環境にも十分配慮する。 

 

【解説】 

クイック配管では、技術の特性上、住民の目に触れる箇所が多くなるため、周辺環境（景観）、

生活環境（騒音、異臭等）について十分留意して設計・施工を行う。 

 

(1) 周辺環境 

従来から採用されてきた工法では、管きょは地中に埋設されており、景観上の問題となるこ

とはないが、露出し配管する場合については、地上部での新たな構造物となるため、景観を損

なう恐れがある。したがって、できるだけ人目につかない場所へ設置することや、景観上の配

慮が必要な場合は対策について住民等と協議を行うことが必要である。 

また、写真２-８は、管きょ平面の焼けによる変色状況を示したものである。このように日光

が当たる場所への塩化ビニル管の適用にあたっては、紫外線による耐衝撃性の低下への懸念と

合わせて景観上の観点にも留意する必要がある。 

したがって、塗装や植生被覆・覆土等の対策を施すなど、周辺環境（景観）との調和を十分

考慮する。 

塗装する場合の塗料については、材料および色により退色度合いも異なるため、景観に調和

した色を選ぶとともに施工後の維持管理（再塗装）を考慮して選別することが望ましい。詳細

については、メーカー確認のこと。参考に、樹脂別、色別耐候性の例を図２-８に示す。 

 

 

  写真２-８  管きょ平面の焼けによる変色 

 



 

 （２４）

 
出典：重防食塗料ガイドブック 1995 年 12 月 社団法人日本塗料工業会重防食塗料作業部会 

 

図２-８  樹脂別、色別耐候性（海上曝露５年後の退色度合い） 

 

なお、写真２-９は、クイック配管を布設する箇所において、設置前は各家庭の水廻りごとに

排水管が多数突出している場合、クイック配管により少数の汚水桝に集約して接続することに

より、逆に景観が向上した例である。 

 



 

 （２５）

 
【施工前】               【施工後】 

写真２-９ 施工前後の景観の変化 

 

(2) 生活環境 

下水道が早期に整備されることにより、生活環境の改善や公共用水域の水質保全等が図られ

地域の活性化にも大きな役割を果たすことが期待される。 

一方、クイック配管では、管きょを地上部に設置することから、従来から採用されてきた工

法に比べ、流下する下水による騒音が問題となる可能性がある。また、破損等の異常が生じた

場合には、漏水や下水臭が発生することも懸念される。必要に応じて、これらに対する適切な

対策を講じるものとする。 

民地への配管では、位置に関して所有者と十分な協議を実施することはもちろんであるが、

できる限り用地境界付近への布設とするなど、所有者の用地の利用制限を 小限にする配慮が

必要である。 
 



 

 （２６）

第３章 施工 

§１６ 施工の手順 

施工にあたっては、基本的な施工の手順に従うとともに、施工時の安全対策のほか、管渠

の固定や防護について、特に留意する。 

 

【解説】 

基本的な施工の手順を、図３-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 準備工、防護工については、地域特性を考慮し、必要に応じて行うものとする。 

 
図３-１ 基本的な施工の手順 

 

 

 

§１７ 安全対策 

クイック配管の施工にあたっては、施工条件にあわせた必要な安全対策を講じる。 

 

【解説】 

工事にあたる施工者は、関連法令ならびに仕様書の規定を遵守の上、作業時の安全性確保のた

め適切な安全対策を講じる。クイック配管において特に考慮する必要のある項目は以下のような

ものがあげられ、必要に応じて対策を講じるものとする。 

 

(1) 水路等への布設時の足場設置 

水路等へ布設する場合、必要に応じて足場を設けることになる。足場については、落下防止

を図るために、安全に設置でき、十分な強度を有するものとする。 

 

(2) 管きょ布設時の資材等の落下防止 

高い位置に管きょを布設する場合、施工時における資材や機材の落下防止に十分留意しなけ

ればならない。 

 

配   管（基礎、管きょの固定） 

防 護 工 

準 備 工（安全対策） 



 

 （２７）

(3) 周辺環境 

布設する場所が民地となる場合には、施工前に所有者に対して十分な説明・施工時の安全管

理に関する協議を行うとともに、施工時においては、協議事項を順守しなければならない。 

 

 

 

§１８  配管・防護 

管きょは、管種、現場条件等に応じ、設計図書に記された箇所に適切な基礎および設置を

行う。また、必要に応じて、適切な管きょの防護対策を行う。 

 

【解説】 

配管にあたっては、水密性を確保するとともに、特に自然流下管については、勾配が変化しな

いよう、施工に留意する必要がある。また、管きょを地表もしくは壁面に固定する場合には、支

持金具の強度とともに、支持する壁面等の強度についても、十分検討する必要がある。 

なお、クイック配管については、外力による破損や紫外線による劣化等、埋設管において想定

できないリスクが顕在する。必要に応じて、設計時に考慮した外力等以外の防護対策についても

適宜適切に実施する。 
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第４章 維持管理 

§１９ 維持管理 

クイック配管においては、材料特性や構造特性及び地域特性等の特徴に留意し、適正な維

持管理を行う必要がある。 

定期的に点検、調査を実施して、漏水等の異常発生の未然防止に努める。なお、異常が生

じた際には、緊急対応が可能となるように、対応策を事前に検討しておく。また、住民と

の協働も視野に入れ、適正な管理に努める。 

 

【解説】 

露出配管とする場合、不具合の発見は、外観の確認により可能である。点検調査項目としては、

破損（キズ）、漏水、変形、たるみ、管きょの抜け出し等がある。寒冷地においては、下水の凍結

による配管の破損、漏水等も想定される。外観だけでは容易に凍結の有無を確認できないことか

ら、配管には適宜、点検口を設け、必要に応じて凍結の有無の点検調査を実施する。また、気温

による管材の伸縮による影響が大きいことから、夏季および冬季に点検を行うことが望ましい。 

簡易被覆の場合は、外観の確認が困難となることから、通常の埋設管と同様の点検調査方法に

より行う。 

露出配管とする場合は、外観に対する点検は容易であることから、住民による異常発生等の判

断も可能であり、住民参画による維持管理についても検討を行う。連絡先を明記したシールを管

きょに貼付するなど、異常時の早期発見に努めることが望ましい（図４-１参照）。 

また、管きょが布設されている場所への立ち入りを禁止するなど、人為的（いたずらを含む）

な要因を排除することを考慮するのも必要である。 

 

 
図４-１ 連絡先シールの貼付例 
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資料１ 社会実験検証結果のまとめ 

社会実験において、以下の１３項目についての検証を行い、クイック配管の適用に際してのメ

リットおよび留意点を整理したところである。 

 

社会実験における検証項目 

①建設コスト  ②維持管理コスト  ③管接合部の水密性  ④管のたわみ   

⑤管きょの材料特性   ⑥流下状況（下水の凍結）  ⑦水質の変化（下水の腐敗） 

⑧建設工期   ⑨住民参画による管理軽減   ⑩景観への影響  ⑪生活環境への影響 

⑫基礎の凍上による影響   ⑬側溝への影響 

 

上記検証項目に対する考察および適用に際しての留意点を表資１－１に示す。なお、クイック

配管における主なメリットとして、上記に示す検証項目のうち、①建設コスト、⑧建設工期、⑨

住民参画による管理軽減、⑩景観への影響について、検証結果の事例を示す。 

表資 １－１（１） 社会実験における検証結果と適用に際しての留意点 

検証項目 検証結果 適用に際しての留意点 
検証結果
事例 

 
①建設コスト 

 
・ 露出配管、簡易被覆、側溝活用とも、

コスト縮減効果が確認された。 
・ 埋設管から露出配管への単純変更で

は、 大約８割程度のコスト縮減もみ
られる（耐候性塗装及び伸縮継手を行
った場合は約６割のコスト縮減）。 

・ 管路土工、管路土留工が不要となる効
果が大きい。 

・ クイック配管とすることで、下流管き
ょの浅埋化も図られ、全体のコスト縮
減も可能である。 

・ 道路の埋設を伴わないため、舗装復旧
費用が不要となる。 

 

 
・ 地域（施工）条件により、コスト構成、

単価等が異なるため、採用にあたって
は、個別検討を要する。 

・ 設置場所によっては、仮設や管きょの
固定、防護に多くの費用を要すること
が考えられるため留意する。 

 
 

ｐ．３５
を参照 

 
②維持管理コ
スト 

 
・ 従来から採用されてきた工法の維持管

理と同様の手間と考えられる。 
 

 
・ 施工後の状況により、 適な維持管理

頻度を検討することが望ましい。 
・ 配管場所によっては、配管場所におけ

る従来の用途に対する維持管理性に
支障がないことを確認する必要があ
る。 

 

 

 
③管接合部の
水密性 

 

 
・ 側溝活用については、流水断面下への

布設が考えられる。現地検証では、側
溝流水断面下における配管による浸入
水（漏水）は確認されなかった。 

 

 
・ 施工条件を考慮し、管材の使用範疇

（保証範囲）を考慮して適切な使用を
図る必要がある。 

 

 

 
④管のたわみ 

 
・ 側溝活用については、流水断面下への

布設が考えられる。現地検証では、側
溝流水断面下における浮力によるたわ
み（漏水）は確認されなかった。 

 

 
・ 施工条件を考慮し、管に対する浮力等

によるたわみが生じないよう、固定方
法に留意する必要がある。 
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表資 １－１（２） 社会実験における検証結果と適用に際しての留意点 

検証項目 検証結果 適用に際しての留意点 
検証結果
事例 

 
⑤管きょの材
料特性 

 
 

 
【紫外線劣化】 
・ 施工１年経過後の強度に劣化はみら

れない。 
・ 物性試験（促進試験）の結果、塩化ビ

ニル管については、硬化による脆弱性
がみられた。 

 

 
・ 露出し配管する場合、気候や設置位置

（日当たり）、外力による影響等を受
けやすいため、これらの影響を十分調
査した上で導入の対策（必要により、
伸縮に対応した継手の採用、日陰への
設置や日よけの設置等）を含めて検討
する。 

・ 塩化ビニル管については、耐衝撃性が
低下する恐れがあるため、屋外に設置
する場合、覆土等による防護、管きょ
への耐候性塗装等の対策を考慮する
必要がある。 
 

 

 
【気温劣化】 
・ 施工１年経過後の強度に劣化はみら

れない。 
 

 
【伸縮】 
・ 管体温度の変化に伴い伸縮がみられ

る。 

 
・ 露出し配管する場合、点検孔や会合部

等は固定支承（固定構造）とし、特に
塩化ビニル管では、支承間は伸縮継手
を使用するなど、伸縮影響を考慮した
構造を検討する必要がある。 

 

 

 
⑥流下状況 
（下水の凍結） 

 
・ 管体温度の変化は、外気温に追随して

いるが、水温の影響により、管内温度
＞外気温または管内温度≒外気温と
なる。 

・ 低温度は、概ね管内温度≒水温であ
る。 

・ 社会実験における検証期間の 低気
温は、-10℃程度が確認されているが、
凍結による閉塞はみられない。 

 
・ 供用初期のため、管きょの末端部の流

量が少ない路線において、真冬日が連
続して観測された時期に凍結による
閉塞も見られるため、真冬日が観測さ
れる地区等、下水の凍結が懸念される
ような状況においては、供用初期に想
定される下水量、下水量の時間変動に
ついても十分考慮した上で、保温カバ
ーや凍結に強い管材の使用を検討す
る。 

 
 

 
⑦水質の変化 

（下水の腐敗） 

 
・ 社会実験における検証期間の 高気

温は 34℃であったが、硫化水素の発
生はみられない。 

 
・ 地域（施工）条件により、状況が異な

るので必要に応じて対策を図る。 
・ 圧送管においては、吐出部での留意が

必要である（埋設管と同様）。 
 

 

 
⑧建設工期 

 
・ 露出配管、簡易被覆、側溝活用とも、

工期短縮効果が確認された。 
・ 埋設管から露出配管への単純変更で

は、 大約６割程度の工期短縮もみら
れる。 

・ 管路土工、管路土留工が不要となる効
果が大きい。 

・ クイック配管とすることで、下流管き
ょの浅埋化も図られ、全体工期の短縮
も可能である。 

・ 道路の埋設を伴わないため、舗装復旧
期間が不要である。 

 

 
・ 地域（施工）条件により、工種構成、

必要期間が異なるため、採用にあたっ
ては個別検討を要する。 

 

 
ｐ．３５
を参照 

 
⑨住民参画に
よる管理軽
減 

 
・ 住民説明会の実施や異常発見時の連

絡お願いシールを管きょに貼付する
等、住民への啓発活動により、不具合
（漏水等）の早期発見が期待できる。

 

 
・ 維持管理体制について、異常の早期発

見方策や住民合意も含めて検討する
必要がある。 

 
ｐ．４２
を参照 
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表資 １－１（３） 社会実験における検証結果と適用に際しての留意点 

検証項目 検証結果 適用に際しての留意点 
検証結果
事例 

 
⑩景観への 
影響 

 
・ 検証路線については、人目につかない

場所等であり、景観への影響は問題な
い。 

・ 塩ビ管については、表面に焼けによる
変色がみられる。 

 

 
・ 人目につく場所等、景観上の配慮が必

要な場合は、住民等と協議し、塗装や
植生被覆・覆土等の対策を検討する。 

 
ｐ．４２
を参照 

 
⑪生活環境へ 
の影響 

 
・ 供用開始後においては、住民からの騒

音、臭気に関しての苦情はない。 
 

 
・ 地域（施工）条件により、状況が異な

るので必要に応じて対策を図る。 

 
 

 
⑫基礎の凍上

に よ る 影
響 

 
・ 寒冷地においては、基礎の凍上が考え

られる。現地検証では、地盤凍結によ
る基礎の変位はみられなかった。 

 

 
・ 地域（施工）条件により、基礎の凍上

が考えられる場合については、適切な
基礎構造を採用する必要がある。 

 
 

 
⑬側溝への影

響 

 
・ 側溝への配管にあたっては、経済性や

建設工期だけではなく、雨水排水側溝
としての維持管理性や必要流下能力
に対する影響を検討した。 

 

 
・ 側溝活用の採用については、本来の雨

水排水側溝としての目的に影響を及
ぼさない（問題がない）ことが前提と
なる。また、維持管理に支障がないこ
とを確認する必要がある。 
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【検証結果事例】 

先に示した検証より、クイック配管の適用メリットとして、（１）建設コストの縮減効果および

建設工期の短縮効果、（２）住民参画による管理軽減効果、（３）景観向上効果について、検証結

果の事例を示す。 

 

（１）建設コストの縮減効果および建設工期の短縮効果 

建設コストの縮減および建設工期の短縮に関する検証結果の事例を以下に示す。 

クイック配管は掘削を伴わないため、単純に従来から採用されてきた工法をクイック配管に

置き換えた場合、建設コストの縮減効果は大きい。また、クイックは配管とすることで、従来

路線の埋設深を浅くできることによる効果もみられる。 

なお、クイック配管については、布設、固定および防護について、費用、手間の増加がみら

れる。 

 

【事例１（露出配管）】 

前面道路より低い家屋に対する管きょ整備において、従来の道路への布設では埋設深が深くなる

ことから、家屋裏敷地に露出配管することにより、下流を含めた従来の布設路線における管きょ埋

設深を浅くすることができ建設コストの縮減および建設工期の短縮が可能となった事例である。 

当該事例では、社会実験対象路線全体では、約 24％の建設コスト縮減、約 58％の建設工期短

縮効果がみられた。なお、露出配管部のみでの比較においては、約 82％の建設コスト縮減、約

58％の建設工期短縮効果となる。 

 

 

表資 １－２ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

全体 

建設 
コスト 

42,000 千円 
（7.6 万円／ｍ） 

31,798 千円 
（4.2万円／ｍ） 24％縮減 

従来工法 
550ｍ（φ150mm） 
平均土被り 2.9ｍ 

クイック配管 
  従来路線 550ｍ（φ150mm）
  露出配管 140ｍ(φ100mm) 
  平均土被り 1.3ｍ 

工期 140 日 60 日 58％短縮 

露出部
のみ 

建設 
コスト 

12,311 千円 
（8.8 万円／ｍ） 

2,250 千円 
（1.6万円／ｍ）

82％縮減※

従来工法 
1,400ｍ（φ150mm） 
平均土被り 3.6ｍ 

クイック配管 
  露出配管 140ｍ(φ100mm) 
  平均土被り 掘削なし 
 
 

工期 31 日 13 日 58％短縮 

※耐候性塗装や伸縮継手の対策を行った場合は、 大約 60％の縮減（試算） 
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◆全体における比較   

 

   
【従来工法】                   【クイック配管】 

 

 

図資１－１ 社会実験における検証結果概要（全体での比較） 

 
表資１－３ 社会実験における建設コスト縮減結果（全体での比較） 

コスト：24％縮減  工期：58％短縮 

・クイック配管により、下流を含めて従来路線の掘削深を浅く

することが可能（平均土被り 2.9m→1.3m） 

 

≪主な縮減要因≫ 

・下流を含めて従来路線の掘削深が浅くなることより、管路

土工費および管路土留工費が縮減する 

≪主な増加要因≫ 

・管路の布設、固定、防護に対する費用が増加する 

↓ 

・掘削深の削減が大きく、14%の縮減となる 

 

概要 

①露出部
②露出により浅
層埋設化された

路線
B＝　①+②

12,865,298 525,394 3,947,737 4,473,131 65

6,752,689 0 2,578,086 2,578,086 62

720,409 472,500 1,011,930 1,484,430 -106

5,392,200 0 266,752 266,752 95

0 41,157 10,538 51,695

0 11,737 80,431 92,168

552,228 798,103 798,103 -45

1,643,147 230,924 1,132,085 1,363,009 17

15,060,673 756,318 5,877,925 6,634,243 56

舗装復旧工事⑤ 3,650,280 0 3,502,327 3,502,327 4

資材費⑥ 6,088,319 297,745 3,487,395 3,785,140 38

管材 1,048,319 126,700 618,910 745,610 29

MH（蓋含む） 5,040,000 0 2,394,084 2,394,084 52

固定金具 0 171,045 63,531 234,576

継手等 0 410,870 410,870

9,738,599 297,745 6,989,722 7,287,467

24,799,272 1,054,063 12,867,647 13,921,710

17,200,728 1,195,641 16,680,692 17,876,333

42,000,000 2,249,704 29,548,339 31,798,043 24

 取付管マス工③

 管きょ工①

管路土留工

管固定工

管防護工

 マンホール工②

工事費の構成
（直接工事費）

A　従来工法（円）

新工法（円）
コスト縮減率

（％）

経費

管路工事小計④＝①～③

小計⑦＝⑤+⑥

合計④+⑦

合計

管路工事

管路土工

管布設工

クイック配管（円） 
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◆露出部のみでの比較   

 
 
 
 
 
 

 

従来工法

開削工法
土被り3.6m
L=140m

新工法
土被り 0m
L=140m

新工法

  

 

 

図資１－２ 社会実験における検証結果概要（露出部のみでの比較） 

 

表資１－４ 社会実験における建設コスト縮減結果（露出部のみでの比較） 

クイック配管 

    

土被り 3.6m 

 

コスト：82％縮減  工期：58％短縮 

・クイック配管により、掘削が不要となる（平均土被り 3.6m→

掘削なし） 

 

≪主な縮減要因≫ 

・掘削を伴わないことから、管路土工費および管路土留工費

が不要となる 

・道路下への埋設ではないため、舗装復旧費が不要となる 

≪主な増加要因≫ 

・管路の布設、固定、防護に対する費用が増加する 

↓ 

・掘削が不要となった効果が大きく、82%の縮減となる 

 

概要 

4,458,492 525,394 88

2,677,947 0 100

184,545 472,500 -156

1,596,000 0 100

0 41,157

0 11,737

115,027 100

424,042 230,924 46

4,997,561 756,318 85

舗装復旧工事⑤ 926,220 0 100

資材費⑥ 1,318,148 297,745 77

管材 268,148 126,700 53

MH（蓋含む） 1,050,000 0 100

固定金具 0 171,045

継手等 0

2,244,368 297,745

7,241,929 1,054,063

5,069,350 1,195,641

12,311,279 2,249,704 82

 取付管マス工③

 管きょ工①

管路土留工

管固定工

管防護工

 マンホール工②

管布設工

工事費の構成
（直接工事費）

従来工法（円）
コスト縮減率

（％）

経費

新工法（円）

管路工事小計④＝①～③

小計⑦＝⑤+⑥

合計④+⑦

合計

管路工事

管路土工

クイック 

配管 

（円） 
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【事例２（露出配管）】 

事例１同様、前面道路より低い家屋に対する管きょ整備において、従来の道路への布設では埋設

深が深くなることから、道路と河川に挟まれた家屋について、家屋裏用地に露出配管することによ

り、従来の布設路線における管きょ埋設深を浅くすることができ建設コストの縮減および建設工期

の短縮が可能となった事例である。 

当該事例では、約 77％の建設コスト縮減、約 55％の建設工期短縮効果がみられた。 

 

表資 １－５ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

建設 
コスト 270,605 千円 61,420 千円 77％縮減 

従来工法 
開削工法：370ｍ（サービス管）
推進工法：370ｍ 

クイック配管 
  従来路線:370ｍ 
  露出配管：370ｍ(VPφ150mm) 
※排水設備含む 

工期 200 日 90 日 55％短縮 

 

 
 

  
図資１－３ 社会実験における検証結果概要 

 
 

露出配管（φ150mm、370ｍ）により、

前面県道への取り付けがなくなり従来

の布設路線である県道埋設深を浅くす

ることが可能となるとともに、排水設備

の延長を短く（埋設深を浅く）すること

が可能。 

延長（ｍ）
／箇所数（箇所）

工事費
（千円）

延長（ｍ）
／箇所数（箇所）

工事費
（千円）

県道埋設管 開削工法 370 16,684 370 16,684
推進工法 370 79,250 - -

取付管
（開削工法）

22 1,760 22 1,760

取付管
（推進工法）

36 36,000 - -

- - 370 3,589

マンホールポンプ - - 1 5,000
耐候性塗装 - - 300 2,250

36 16,642 36 4,839

直接工事費　計 150,336 34,122

270,605 61,420

注．従来工法の開削工法については、県道北側家屋の取込み管（サービス管）である。

概算工事費
（直接工事費×1.8）

77%

従来工法 新工法

項 目

縮減率

県道北側および県道と安比川
に挟まれた家屋をすべて県道
で取り込む案

県道北側の家屋を県道部埋設
管で、県道と安比川に挟まれた
家屋を安比川護岸裏の露出配
管で取り込む案

露出配管
（取付管36箇所含む）

宅内排水設備
（県道と安比川に挟まれ
た家屋）

MP
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【事例３（露出配管）】 

家屋が密接し、浄化槽の設置スペースがなく、道路幅員も狭く、地下水位が高い地区である。ま

た、国道および主要な県道が横断しており、道路下に管きょを埋設する場合、土被りが大きくなる。

これらの地域特性を踏まえ、処理区内を流れ、国道や県道を横断している既設の都市下水路や排水

路の断面空間に露出配管（圧送）することにより、建設コストの縮減および建設工期の短縮が可能

となった事例である。 

当該事例では、約 44％の建設コスト縮減、約 25％の建設工期短縮効果がみられた。 

 

表資 １－６ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

建設 
コスト 58,417 千円 32,512 千円 44％縮減 

従来工法 
開削工法：115ｍ 
推進工法：117ｍ 

クイック配管 
  開削工法：193ｍ 
  露出配管：136ｍ(PEφ75mm) 
※直接工事費ベース 

工期 120 日 90 日 25％短縮 

 
図資１－４ 社会実験における検証結果概要 

推進工法 

開削工法 
開削工法 

露出配管 

延長（ｍ）
直接工事費

（千円）
延長（ｍ）

直接工事費
（千円）

開削工法 115 193

推進工法 117 -

露出配管 - 136

縮減率 44%

項 目

58,417

新工法

32,512

従来工法
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【事例４（露出配管）】 

下水道整備が遅れており、早期に下水道整備が望まれている地区であるが、地形的に、①行き止

まりの生活道路であり、長期間の通行止めがしにくく、②道路が急勾配で曲線の線形になっており、

従来のとおり施工するとマンホールの数が多くなり建設コストが増大することが想定された。これ

らの地域特性を踏まえ、当該地区の道路に沿って流れる沢に露出配管することにより、建設コスト

の縮減および建設工期の短縮が可能となった事例である。 

当該事例では、約 44％の建設コスト縮減、約 25％の建設工期短縮効果がみられた。 

 

表資 １－７ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

建設 
コスト 6,893 千円 5,408 千円 22％縮減 

従来工法 
開削工法：255.1ｍ 

クイック配管 
  露出配管：255.1ｍ 

(PEφ150mm) 
※直接工事費ベース 

工期 25 日 16 日 36％短縮 

 
 
 
 
 
 

 

図資１－５ 社会実験における検証結果概要 

延長（ｍ）
直接工事費

（千円）
延長（ｍ）

直接工事費
（千円）

開削工法 255.1 -

露出配管 - 255.1

縮減率 22%

項 目

6,893

新工法

5,408

従来工法

クイック配管 

（露出配管） 
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【事例５（簡易被覆）】 

丘陵地や山間地における下水道整備は、地形的制約により建設コストが割高になる。当該地区の

整備にあたっては、水田の畦道下に簡易被覆にて埋設（畦道部の土中に布設し、コンクリートによ

り被覆）することにより、当該路線および下流路線の埋設深を浅くでき、建設コストの縮減および

建設工期の短縮が可能となった事例である。 

当該事例では、約 32％の建設コスト縮減、約 50％の建設工期短縮効果がみられた。 

 

表資 １－８ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

建設 
コスト 2,590 千円 1,758 千円 32％縮減 従来工法 

開削工法：110ｍ 
クイック配管 
  簡易被覆：54.5ｍ 

(VUφ150mm) 工期 28 日 14 日 50％短縮 

 

 

 
図資１－６ 社会実験における検証結果概要 

 
 

 
 
 

クイック配管

（簡易被覆）

従来工法路線 



 

 （４１）

 
【事例６（側溝活用）】 

既存の雨水排水側溝内に配管することにより、前面道路埋設管への取付がなくなり、従来の埋設

管（前面道路埋設管）の埋設深を浅くできる。また、宅内排水設備の延長を短く、埋設深を浅くで

きことにより、排水設備を含めた建設コストの縮減および建設工期の短縮が可能となった事例であ

る。 

当該事例では、約 12％の建設コスト縮減、約 33％の建設工期短縮効果がみられた。 

 

表資 １－９ 建設コスト・建設工期に関する検証結果事例 
項目 従来工法 クイック配管 結果 備考 

建設 
コスト 20,000 千円 17,700 千円 12％縮減 

従来工法 
市道埋設：144.5ｍ 

クイック配管 
  市道埋設：144.5ｍ 
 側溝活用：75.0ｍ 

(VUφ150mm) 
※排水設備含む 

工期 45 日 30 日 33％短縮 

 

  

   

 

図資１－７ 社会実験における検証結果概要 
 

側溝活用（φ150mm、75ｍ）により、前

面市道への取り付けがなくなり市道埋

設深が浅くなる。また、宅内排水設備の

延長を短くするとともに埋設深を浅く

することが可能。 

延長（ｍ）
工事費
（千円）

延長（ｍ）
工事費
（千円）

本管 市道埋設 144.5 12,000 144.5 10,000
側溝活用 - - 75 3,900

8,000 3,800

20,000 17,700

注．排水設備のみでは、55％の縮減（市負担分については、16％の増加）

計
12%

従来工法 新工法
項 目

縮減率

宅内排水設備
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（２）住民参画による管理軽減効果 

社会実験では、写真資１－１に示すようにクイック配管を採用している路線において、管きょ

に漏水等の不具合発見時における連絡先を明記したシールを貼付している事例がある。 

これにより、管きょの不具合が発見された場合には、速やかな管理者への連絡が可能であり、

不具合への対処が迅速に行えることとなる。 

露出部については、地上からの点検（確認）が可能であり、住民の協力を得ることにより、

不具合の早期発見につながるものと考えられる。 

 

 

写真資１－１ 異常発見時の通報お願いシール 

 

（３）景観の向上効果 

写真資１－２は、クイック配管の設置前と設置後を示したものである。通常、管きょは道路下

へ布設されるため、景観を損なうことはない。クイック配管については、管きょが地上部にあ

るため、景観を損なう恐れがあるため、特に人目につく場所への採用にあたっては、景観に配

慮することが必要である。ただし、写真資１－２に示すように、各家庭の排水管が各水廻りごと

に多数突出していたものが、汚水桝で集約されて排水されたことにより、現状と比較した場合

には景観上は向上がみられた。 

 

     
写真資１－２ 施工前後の状況 
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資料２ 支持金具設置間隔について 

支持金具の設置間隔について、参考となる図書の記載事項（基準）を下記に紹介する。 

 

（１）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 22 年版 社団法人公共建築協会 

配管の吊り、支持等は、横走り配管にあっては吊り金物による吊りおよび形鋼振れ止め支持と

し、以下の表により行うものとしている。 

 

表資２－１ 横走り管の吊りおよび振れ止め支持間隔 

 

 
出典：公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 22 年版 社団法人公共建築協会 p55,56 
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（２）空気調和・衛生設備工事標準仕様書 平成 19 年 空気調和・衛生工学会 

層間変位・水平方向の加速度に対する応力、あるいは座屈応力の検討を行い、支持区間内で管

が中だるみを生じたり容易に振動しないように、吊り金物・支持金物を用いて適切な間隔に支持・

固定し、その支持間隔は次を標準とすることとしている。 

 

表資２－２ 支持ボルト一本吊りによる横走り配管の支持間隔と吊りボルト径 

 
出典：空気調和・衛生設備工事標準仕様書 平成 19 年 空気調和・衛生工学会 p26 

 
表資２－３ 形鋼等による横走り配管の支持間隔 

 

出典：空気調和・衛生設備工事標準仕様書 平成 19 年 空気調和・衛生工学会 p27 
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資料３ 温度伸縮に対する接合部の対応方法 

■塩ビ管の場合 

塩ビ管における接合部の対応方法に関する留意事項を以下に示す。 

①伸縮継手について 

 ・横引き配管は、SRA（ゴム輪形片受け直管）を基本とし、特に伸縮継手は必要としない。 た

だし、途中で、SRA に流入がある場合は、大曲 Y（VU 継手：VU-LT）を使用し、その本管流

入側には、伸縮継手を使用する。（調整管を利用する） 

  ・立て配管の分岐チーズ流入側には、差し込みソケット等の伸縮継手を使用する。 

②固定・支持方法について 

・管の熱伸縮を伸縮継手部で有効に吸収するため、伸縮継手部を固定する。 

 ・固定は、アンカーボルトやバンド等を用いる。（バンドと管の間にはゴム板等の緩衝材を敷

く。支持台との間も同様。） 

  ・直管部が長い場合、途中を支持バンド等で支持することもできる。なお、支持間隔は、公

共建築工事標準仕様書等を参考とする。 

 

＜配管例➀ 本管（横引き配管）＞ 

    
 
 
   ※受口の後を固定する。また、固定バンドは平形とする。 

 
＜配管例② 取付管（立て配管）＞        ＜配管例③ 合流部＞          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※立て配管が１ｍを超える場合は、支持を行う。 

 

ゴム板 サドルバンド 

伸縮継手 

VU-LT 

※ 本管の伸縮継手は、管を切断して

配管する。

【立面図】 

VU-LL 

VU-LL 

【平面図】 

伸縮継手 
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■ポリエチレン管の場合 

ポリエチレン管における接合部の対応方法に関する留意事項を以下に示す。 

①伸縮継手について 

  ・ポリエチレン管は、基本的には温度変化による管自体の伸縮を吸収するが、急激な変位が

想定される箇所（固定支持の近傍等）については、必要に応じて伸縮継手を使用すること

を検討する。 

②固定・支持方法について 

・配管延長距離が長い場合、伸縮により上流部、下流末端部で抜け等が発生する恐れがある

ため、カラー（ＥＦ接合）又はフランジ短管（金属フランジなし）を用いて突起を設けた

状態でコンクリート等の打設を行う等、抜け防止対策を行なう。（図参照） 

・伸縮によるたわみ蛇行を支持金具で防止する場合は、支持金具間隔をより短くすることと

し、強固に固定する。また、この場合、支持金具の強度についても考慮する。 

・既設管との接続時、ポリエチレン管の伸縮で、既設管を破損する恐れがあるため、設計時

に応力、荷重が集中しやすい場所で接続をしないように留意する。 

 

＜配管（固定）例＞ 

カラー
支持金具

コンクリート

カラー
支持金具

コンクリート

 

※突起部を設けてコンクリート固定を行う等、抜け防止を図る。 
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ケース 管種類 堰 流量 管内状況

1 なし 3 ℓ/分 流下

2 3 ℓ/分

3 9 ℓ/分

4 18 ℓ/分

5 0 ℓ/分 滞留（流下なし）

あり
120mm（0.8D）

塩化ビニル
（VU）管
φ150mm

滞留（流下あり）

 

VUφ150mm L=10m i=3‰ 

水道水 

堰 

資料４ 露出配管の凍結実験結果 

国土技術政策総合研究所において実施した露出配管における凍結実験の概要と結果を紹介する。 

 

□ 実験施設の概要 

実施場所：岩手県二戸市  実施日時：平成 21 年２月 23 日～26 日（夜間） 

 
 
 
 
 
 

図資４-１ 実験装置概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           （実験条件ケース 4） 

 写真資４-１ 実験装置              写真資４-２ 堰部の流水状況 

 
□ 実験方法 

流下条件および堆積物の滞留を想定した表資４-１の実験ケースを設定し、影響の確認を行った。 

実験中は、流入タンクおよび各条件の流出部水温、外気温を連続的に測定するとともに、約３

時間ごとに流況を確認し、点検孔より水深、氷厚の計測を実施した。凍結が確認された場合、翌

日 9:00 に滞留部の水量計測を実施し、凍結前の値と比較することで、滞留部の氷量を算出した。 

 

表資４-１ 実験条件一覧 

 

 

 

 

 

水道水 

   堰 h=0.8D 
（実験条件ケース 2～5の場合） 

VUφ150mm L=10m i=3‰ 

上流側点検孔（4m 地点）
下流側点検孔（8m 地点） 
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-12
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-4

-2

0

2

4

6

8

10

15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9

時刻

温
度

（
℃

）

気温（℃）

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00

時刻（2/23-2/24）

気
温

（℃
）

流入タンク

流出付近CASE1（堰なし 3L/min）
流出付近CASE2（堰あり 3L/min）

流出付近CASE3（堰あり 9L/min）

流出付近CASE4（堰あり18L/min）

流出付近CASE5（堰あり 0L/min）
外気温

ケース2

流水上面および潤辺が凍結して
いる。どのケースでも点検孔部
は流出部より表面が厚く凍結し
ている。

参考）下流側点検孔 氷厚
　底面：11mm　表面：11.5mm

ケース1：堰なし

氷の中を水が流れている。
流水表面両端より氷は成長して
いた。

参考）下流側点検孔 氷厚
　底面：8mm　表面：2.5mm

ケース5 

流水上面および潤辺が凍結して
いる。堰との接触面は全面凍結
していたが排水時に撤去した。

参考）下流側点検孔 氷厚
　底面：13mm　表面：12mm

□ 実験結果 

①気温・水温 

実験期間中の気温を図資４-２に、23 日夜から 24 日朝までの流入水温、流出部水温、外気温を

図資４-３に示す。なお、流水については、凍結現象が確認しやすいように、ヒーター等で温度調

節を行わず、循環させたため、流入水温は 18 時から 9時の平均値が 0℃と非常に低い温度での実

験となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
    図資４-２ 実験期間中の気温     図資４-３ 水温等の径時変化(2/23夜～24朝） 

 

②凍結状況について 

 実験期間中で も夜間の気温が低くなった 24 日９時の状況を示す。 

流水条件、滞留条件とも凍結は確認されたが、管閉塞までには至らなかった。ここでは、ケー

ス１･２･５についての結果を示す（写真資４-３）。なお、ケース３・４はケース２より氷が薄い

状況であった。 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

写真資４-３ 24 日９時の管内の凍結状況 

 

結果報告 2/24 9:00 

平均気温 -6.7℃(17時～9時の16時間)

低気温-10.0℃(2 月 24 日 5時) 

2/24 2/25 2/26 



 

 （４９）
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凍結量（ℓ） 滞留水量比 凍結量（ℓ） 滞留水量比

1 3 - 1.3 - - 0 -

2 3 151 50.3 29 19% 6 4%

3 9 149 16.6 16 11% 3 2%

4 18 147 8.1 4.5 3% 1 0.3%

5 0 149 － 36 24% 19 13%

＊堰内の水量を比較しているため、ケース2,3,4において流水表面の凍結量は反映されていない。

流量
（ℓ/min）

ケース
24日9：00 26日9：00平均流下・
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滞留水量
（ℓ）

 滞留部での凍結量をみると、流水流量が大きくなると滞留部での凍結量が小さくなる（表資４-

２および図資４-４）。なお、26 日朝にも凍結現象が観察されており、併せて結果を記載している。

ただし、今回の測定方法ではケース２～４における流水上面の凍結量については、必ずしも反映

されていないことに留意が必要である。 

  
表資４-２ 滞留部の凍結量一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図資４-４ 滞留部における流量と凍結量（滞留水量比）の関係 
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資料５ 露出配管の紫外線影響評価結果 

１．はじめに 

下水道管きょの多くは地中に埋設されている。

埋設された管は、下水性状の変化が少なく、交通

を初めとする都市活動に与える影響が小さい、故

意による損傷が防止できるなどの利点があるが、

道路より低い位置に住居がある場合には、ポンプ

設備を新たに設けたり、本管を深く埋設したりす

る必要があることからコストが割高になる。この

ため、民地や水路空間を利用して、可とう管きょ

を地上に配管する方法が、国土交通省が進める下

水道クイックプロジェクトにおいて提案され、社

会実験が進められている。 

 しかしながら、露出配管に用いる管材は、通常の埋設に使用するものを流用することを想定し

ているが、紫外線や気温の変化などによる劣化促進が技術普及の１つのハードルとなっている。 

 ここでは、露出した管材の耐候性を把握することを目的に、約 10 年以上屋外に曝露された塩ビ

管の物性試験及び紫外線及び冷熱衝撃による促進試験を実施するとともに、紫外線照射された塩

ビ管（VU）を対象とした部材表面の顕微鏡観察及び分子量分析を行い、紫外線による管材表面の

劣化挙動を確認した。 

 

２．露出配管耐久性試験 

（１）試験の目的 

 下水道管きょの地上部への露出については、長期的な視点に立った耐候性及び耐久性に関して

の十分な検討が必要である。しかしながら、下水道管きょは埋設が基本であることから、地上に

露出させることによって生じる現象や問題に関する知見は少ない。ここでは、約 13 年屋外曝露し

た露出配管の物性試験及び紫外線及び気温による劣化促進試験を実施し、露出による経過年数が

強度へ与える影響について検討を行うものである。 

（２）試験方法 

 紫外線及び気温による露出配管の強度への影響を把握するために、塩化ビニル管に関して下記

の２つの試験を実施した。 

① 13 年屋外曝露された既存の露出配管を用いた各種物性試験 

 13 年間屋外で曝露された塩ビ管の耐久性を調べるため、下記の物性試験を実施した。 

・偏平試験（JSWAS K-12002） 

・耐薬品性試験（JSWAS K-12002） 

・ビカット軟化温度試験（JIS K 67412007） 

・落錘衝撃試験（JIS K 67412007） 

写真資５-１ クイック配管 
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・水圧試験（JIS S 3200-11997） 

② サンシャインウェザーメーター及び冷熱衝撃装置を用いた促進試験 

 紫外線と気温変化による強度への影響を把握するために、サンシャインウェザーメーター（紫

外線ストレス）及び冷熱衝撃装置（気温変化ストレス）を用いて促進試験を実施した。 

 促進試験は、紫外線ストレスのみを与えたケースと、紫外線と気温変化の２つのストレスを与

えたケースについて実施し、促進試験後の供試体は、引張強度及び伸縮量により耐久性を評価し

た。 

 試験方法は、サンシャインウェザーメーターについては、JIS A 1415 に準拠し加速試験を行い、

下記の条件で実施した。 

・照 射 時 間：250、500、1000、1500、2000（５条件） 

・アーク電圧：48～52Ｖ 

・電   流：58～62Ａ 

・ブラックパネル温度：63±3℃ 

・噴 霧 時 間：120 分中 18 分 

・試験室の温度及び湿度：23±2℃、50±5％ 

 なお、照射時間 300hr が屋外曝露１年に相当すると一般的に言われていることから、本促進試

験では屋外約 7年相当の結果しか得られないこととなる。そこで、先の①で使用した 13 年経過の

露出管の促進試験を実施することで約 20 年経過相当の結果を得ることとした。 

 冷熱衝撃装置については、サンシャインウェザーメーターの試験を終了した供試体を用い、紫

外線照射時間と同程度の日数分のストレスを与えた。ストレスとしては、－20～＋60℃の気温変

化を１時間サイクルで繰り返し与えることとした。サイクル数は、平成 20 年 11 月～21 年 10 月

の気象庁気温観測結果（札幌、東京、鹿児島）より、1 日の 高気温と 低気温の差が 10℃以上

となる割合が平均 19％／年であったことから１年分を 69 サイクルと設定した。 

 なお、促進試験後の強度の評価は、引張試験及び供試体伸縮量にて行った。 
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（３）試験結果 

① 13 年屋外曝露された既存の露出配管を用いた各種物性試験結果 

 13 年屋外曝露された塩化ビニル管（φ150・ＶＵ）について、物性試験を行った結果、表資５-

１に示す通りとなった。落錘衝撃試験（写真資５-２）が「分離して破壊する」結果となった以外

は、全て規格値内であった。 

表資５-１ 物性試験結果 

偏平試験 

(JSWAS K-12002) 

線荷重(kN/m) （参考）規格値 

4.63 ＞3.38 

酎薬品性試験 

(JSWAS K-12002) 

試験液の種類 質量変化度(mg/cm2)

±0.20 

蒸留水 0.13 

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 10%水溶液 0.09 

硫酸 30%水溶液 0.06 

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 40%水溶液 -0.08 

ビカツト軟化温度試験 

(JIS K 67412007) 

ビカツト軟化温度(℃) 
＞76 

85 

落錘衝撃試験 

(JIS K 67412007) 
異常有り（分難して破壊） 

水圧試験 

(JIS S 3200-11997) 
異常なし 

※規格値は、新材を対象とした規格値であり、ここでは参考扱いとする。 

 

 

写真資５-２ 落錘試験の様子 
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② サンシャインウェザーメーター及び冷熱衝撃装置を用いた促進試験 

 促進試験後の供試体について引張試験を行った結果、図資５-１に示すとおり、経過年数（紫外

線照射時間）とともに降伏強度が増加し、飽和傾向となった。 

 経過年数 10 年付近で急激な上昇が見られるが、これは経過年数 0～10 年の試験に用いた供試体

と、経過年数 10 年以降の試験に用いた供試体が異なることから、初期強度の違いが現れたものと

考えられる。それぞれの供試体における経過年数による傾向はほぼ横這いとなっており、経過年

数による強度への影響は少ないと考えられる。 

 

 また、紫外線ストレスに加え冷熱ストレスを与えた供試体では、経過年数（紫外線照射時間）

の初期の段階において、紫外線照射のみの供試体よりも若干降伏強度が増加する傾向が見られた。  

 この傾向に関しては、促進試験の試験温度が 60℃にあり PVC のガラス転移点温度に近接してい

ることより、非晶高分子のエンタルピー緩和により生じたるものと推察された。この現象は、非

平衡に固化した高分子ガラス（非晶高分子）がガラス転移点付近もしくはそれ以下で、時間とと

もに構造が緩和するもので、"Physical aging"と称される。 

次に、引張試験を行った供試体について、引張試験と同時に破断伸びを計測し、経過年数によ

る伸縮への影響を把握した（図資５-２参照）。この結果、経過年数とともに破断伸びが低下する

傾向が認められた。破断伸びの低下は、後述する表面に発生した多重クラックによるものが主の

要因と推察される。 

 
図資５-１ 経過年数（換算）と引張強度の関係 
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 試験結果をまとめると下記の通りである。 

 13 年経過（露出）塩ビ管の物性試験においては、落錘試験のみが規格不適合であった。 

 促進試験後の引張強度（降伏強度）は、経過年数（紫外線照射時間）とともに上昇し、飽和傾

向に向かう。 

 強度変化は、経過年数の初期段階に大きく、その後の強度変化は小さい。 

 冷熱ストレスにより、経過年数初期段階で引張強度が若干増加する傾向が見られた。 

 

図資５-２ 経過年数（換算）と供試体破断伸びの関係 
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３．顕微鏡観察 

（１）試験方法と試験片の種類 

 紫外線による表面劣化状況を評価するため、紫外線照射された管材の表面及び断面の顕微鏡観

察を行った。 

 試験片の種類は次の通りである。 

・紫外線照射 0、250、500、1000、1500、2000hr（気温ストレスあり）、2000hr（気温ストレスな

し） 

・約 15 年屋外曝露 

 紫外線（紫外線ストレス）及び冷熱衝撃（気温ストレス）による促進試験の条件は、上記の２．

と同様である。 

（２）観察結果 

① 紫外線ストレスの影響 

 図資５-３に紫外線照射時間の異なる試験片の観察結果を示す。表面観察では 1000hr 照射で亀

裂状様相が見られ、1500hr 照射を越えると細かい剥離（表面劣化組織の浮上がり）も見られる。

これらはチョーキング（白亜化現象）によるものと考えられる。断面観察では 1500hr 照射を越え

ると微細な劣化が見られるが、2000hr 照射で深さ 40µm 程度までの劣化となっており、劣化は照

射表面近くに留まると考えられる。 

② 気温ストレスの影響 

 図資５-４に気温ストレスの有無が異なる 2 つの試験片の断面観察結果を示す。表面観察では気

温ストレスの有無に伴う劣化程度の大きな差異は見られなかったが、断面観察では気温ストレス

が負荷されている方が深くまで劣化している様子が見られた。供試体が温度変化で伸縮すること

により、劣化が促進した可能性がある。 

 
(a) ブランク品(表面) (b) 500hr 照射(表面) (c) 1000hr 照射(表面) 

 

(d) 1500hr 照査(表面) (e) 2000hr 照査(表面) (f)ブランク品(断面) 

5µm 5µm

5µm

5µm

5µm 20µm
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(g) 1000hr 照査(断面) (h) 1500hr 照査(断面) (i) 2000hr 照査(断面) 

図資５-３ 紫外線ストレスの影響 

 
 
 
 
 
 

 

(a) 気温ストレスなし(断面) (b) 気温ストレスあり(断面) 

図資５-４ 気温ストレスの影響(紫外線照射 2000hr) 

 

③ 約 15 年屋外曝露 

 図資５-５に約 15 年屋外曝露管の観察結果を示す。管表面には表面劣化に伴う亀甲状のひび入

りが全体的に見られ、更にその中に小さな亀裂状様相が見られた。断面観察では鋭いひび入りが

見られ、紫外線照射 2000hr のものよりも紫外線劣化がさらに進行しているものと考えられる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) 表面 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 表面 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 断面 

図資５-５ 約 15 年屋外曝露 
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４．分子量分析 

（１）試験方法と試験片の種類 

 劣化の進行状況を把握することを目的に、LC/GPC 法による分子量分析を行った。 

 試験片の種類は次の通りであり、分子量の測定箇所は照射表面から深さ 2mm、および 4mm

（1000hr 照射、2000hr 照射のみ）の面である。 

・紫外線照射 0、1000、2000hr（気温ストレスあり） 

・約 15 年屋外曝露 

 

（２）結果 

 分子量分析の結果を表資５-２に示す。ブランク品と比較して各ケースとも分子量及び分散度に

有意な差が認められないことから、紫外線劣化は照射表面から 2mm の面まで達していないと考え

られる。 

 
数平均分子量（Mn)：分子の数で平均した単純平均したもの。劣化などにより分子鎖が切断された場合、数平均分子量は

その影響を受けやすく低くなるが、重量平均分子量はそれに比べて影響をうけない。つまり、数平

均分子量はちょっとした変化を見る場合、重量平均分子量は大きな変化を見る場合に参考にする。

数平均分子量の値が変化（分子量の低下）していても、重量平均分子量の値が変化（分子量の低下）

していなければ、強度は特に問題ないと判断してよい。 

重量平均分子量（Mw)：分子の重量で平均したもの。一般には重量平均分子量で比較することが多く、重量平均分子量が

大きく異なるようだと特性が変わる可能性が大きくなる。 

Mw/Mn：分子量分布を示し、分子量の分布状態を表す。小さい方が分布が狭くより均一なサンプルということになる。 

測定誤差：数平均分子量および重量平均分子量とも５％程度の誤差がある。 

 
５．露出管の表面研磨による引張試験 

 顕微鏡観察及び分子量分析より、紫外線照射面の表層 2 ㎜未満で紫外線による劣化と考えられ

る変状が確認された。ここでは、紫外線の影響と考えられる表層劣化と引張強度の関係を明らか

にするために、紫外線照射面の表層約 1 ㎜を研磨した供試体（紫外線ストレス＋冷熱ストレス）

を用いて、引張試験を実施した。 

 この結果、引張強度は研磨前の値とほぼ同等の値及び傾向を示した。これは、紫外線の影響と

しては表面だけにとどまるが、冷熱ストレスによる伸縮の繰り返しが影響を与えているものと推

察される。 

 

表資５-２ 分子量分析結果 

試験片の種類 Mn（数平均分子量） Mw（重量平均分子量） Mw/Mn（多分散度） 

深さ 2mm 

ブランク品 59900 140000 2.34 

1000hr 照射 62200 141000 2.27 

2000hr 照射 61800 142000 2.30 

約 15 年間屋外曝露 60600 142000 2.34 

深さ 4mm 
1000hr 照射 62100 141000 2.27 

2000hr 照射 62900 141000 2.24 
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６．まとめ 

 紫外線の影響を受けた塩ビ管を対象とし、物性試験、顕微鏡観察及び分子量分析を行い、紫外

線による管材の物性及び表面・断面の劣化の挙動を確認した。 

 塩化ビニルは、水素、炭素、塩素の 3 成分から成り、紫外線が照射されると結合エネルギーの

低い塩素が紫外線に反応して分離し、分離した塩素は酸素と反応した後に再度結合する特性があ

る。また、照射される前の分子構造とは異なる構造を成し、この反応が供試材の硬化につながる
2)ことが知られている（図資５-５）。 

 
図資５-５ 塩化ビニルの劣化のメカニズム 

今回の各種試験では、外的応力による衝撃力低下、引張強度の増加（破断伸びの低下）、紫外線

照射時間 1000hr 越による表面上の亀裂状様相等の劣化が確認できた。これらの結果は全てリンク

していると考えられ、紫外線による分子構造変化が表面劣化（ひび入り等）及び破断伸びの低下

を招き、その結果、外力等による衝撃が加えられた場合に、表面のクラック等に応力が集中し、

耐衝撃性が弱くなったと推察される。 
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