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高密度ポリエチレン露出配管によるコスト削減
－下水道クイックプロジェクトに採用されたクイック配管－
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下水道技術の現在と今後 ［技術資料］特集2

はじめに

「下水道クイックプロジェクト」は国土交通省が主体となり、
平成19年度に創設され、地域の実情に応じた低コスト、早
期かつ機動的な整備が可能となる新たな整備手法につい
て、性能や効果を検証して有効な技術を一般化しようとする
ものです。全国14の市町村で実証実験が行われ、平成23
年度末までに5つの新技術の検証が完了し、全国展開が可
能な状態（技術の一般化）となりました。
これら新技術の一つであるクイック配管（露出配管）では、
高密度ポリエチレン管と塩化ビニル管が採用されました。そ
の中から、弊社高密度ポリエチレン管を用いて実証実験を
行った東京都檜原村と福島県会津坂下町の案件について
紹介いたします。

高密度ポリエチレン管の特長

高密度ポリエチレン管は長寿命、優れた耐薬品性・低温
特性、可とう性、軽量といった特長を持っています。この管
は信頼性の高い融着接合技術（電気融着、自動バット融着）
を用いることで迅速な施工が可能です。また阪神・淡路大震
災や東日本大震災に際して、ポリエチレン管はほとんど損傷
を受けず、耐震性に優れた配管であることが証明されました。
〈長寿命〉
・弊社が使用しているPE100グレードのポリエチレンは、所
定温度、圧力の条件下で50年以上の寿命が期待できます。

〈優れた耐薬品性〉
・下水の腐敗により発生する硫化水素への耐食性はもちろ
ん、一部の有機物を除き、酸、アルカリをはじめ多くの薬
品に対し高い耐薬品性を示します。

〈優れた低温特性〉
・ポリエチレンの脆化温度は-80℃程度と言われ、-20℃
の環境下でも可とう性は充分維持されます。

〈可とう性〉
・曲げ加工が可能になります。道路や橋梁などの湾曲した
場所への施工も可能です。

〈融着接合技術〉…電気融着、自動バット融着
電 気 融 着 : 電熱線を埋め込んだ継手に電気を流し、継手

内面と管外面を融着する接続法（図-1）
バット融着 : 管の両端面を熱板で融かし、端面同士を突き

合せて融着する接続法（図-2）

東京都 檜原村の実施例

檜原村は東京都の西端に位置し、広大な面積と急
きゅうしゅん

峻な山
嶺に囲まれ、平坦地は少ないものの多摩川の支流である秋
川が流れる自然豊かな地域です。
今回クイック配管の対象となった下元郷地区は、早期に
下水道整備が望まれていました。しかし地区の中央を走る
生活道路は地形的に行き止まりとなり、開削工事に伴う通
行止めが困難であること、また道路は急勾配で曲線の線形
になっており、従来工法ではマンホールの数が多くなり、工
事コストが増大することが予想されました。このような地域
の特殊性を考慮し、効率的かつ低コストで汚水を収集する
方法を検討した結果、生活道路に沿って流れている沢を活
用する高密度ポリエチレン露出配管が有効であるとの結論に
至りました。
一般にポリエチレン管は紫外線によって劣化することから、
今回はポリエチレンにカーボンブラックを添加することで、耐
候性を高めた黒色の高密度ポリエチレン管を使用しました。
この管の耐候性試験結果は図-3に示します。
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図-2　バット融着図-1　電気融着

図-3　耐候性試験結果
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〈工事概要〉
事 業 者 : 東京都 檜原村
工事発注者 :（財）東京都 新都市建設公社
工 事 期 間 : 平成21年12月（配管工事）
採 用 管 種 : 高密度ポリエチレン管（カーボン配合 黒色）

呼び径150mmφ、長さ255m
弊社製品標記名　WE13.6-W150

施 工 方 式 : 生活道路に沿って流れる沢のガードレール基
礎部にブラケットを配置し、配管を布設（配管
は写真-1、2参照）

福島県 会津坂下町の実施例

会津坂下町は会津盆地の西部に位置し、人口18,000人
の美しい自然に囲まれた町です。
今回クイック配管の対象となった坂下中央地区は、町の中

心地であり、生活環境改善の観点からも早期に下水道整備
が望まれていました。しかし家屋が密集し浄化槽を設置する
スペースが無く、縦横に走る町道は幅員の狭いものとなって
いました。また地下水位が高いことから管渠埋設には技術
力とコスト面での相当な負担が懸念され、さらに国道や主要
な県道が横断しており、道路下に下水道管を埋設すると土

被りが大きくなり、工事コストが増大することが課題となって
いました。このような地域性を踏まえ効率的かつ低コストで
汚水を収集する方法を検討した結果、この地域を流れてい
る排水路や国道、県道を横断する既設の都市下水路の断
面空間を利用する高密度ポリエチレン露出配管が有効であ
るとの結論になりました。
この管は寒冷地での凍結防止や排水路の流下物による配
管の損傷防止、さらに圧送方式採用による内圧にも考慮し、
凍結防止用複合管（弊社製品名:GNGWA）が採用されまし
た。この管は高密度ポリエチレン管を内管に、その外側にア
ラミド繊維の内圧補強層、発泡ポリウレタンの断熱層、波付
鋼管の外圧保護層、最外層には紫外線防止効果のあるカー
ボンブラックを配合した黒色防食層を配置しています。この
複合管の構造は図-4に示します。

〈工事概要〉
事 業 者 : 福島県 会津坂下町
工事発注者 : 福島県 会津坂下町
工 事 期 間 : 平成21年12月（配管工事）
採 用 管 種 : 凍結防止用複合管

呼び径75mmφ、長さ136m
弊社製品標記名　GNGWA-13.6　W-75

施 工 方 式 : 排水路や都市下水路の断面空間にブラケット
を配置し、配管を布設（配管は写真-3、4参照）

写真-1　檜原村 配管（道路部）

写真-2　檜原村 配管（橋梁部）

写真-3　会津坂下町　配管（排水路部）

図-4　凍結防止用複合管の構造（GNGWA）
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社会実験の検証項目と結果

両案件に関し、その技術の有効性を確認するために以下
に示した検証項目について評価が行われました。
（１）検証項目
①建設コスト
②維持管理コスト
③管渠の材料特性（紫外線劣化と温度劣化促進の有無）
④管渠の材料特性（温度変化による管伸縮の影響）
⑤汚水の流下状況（凍結・低温）
⑥水質の変化（下水の腐敗）
⑦建設工期
⑧住民参画による管理軽減
⑨景観への影響
⑩生活環境への影響

（２）評価結果
評価結果のうち特に①建設コスト⑦建設工期については

大きな削減、短縮効果が認められました。
〈建設コスト〉
・檜原村 : 削減率 22%

従来工法 689万円→新工法 541万円
土工、舗装復旧費が不要となる削減効果

・坂下町 : 削減率 45%
従来工法 6,956万円→新工法 3,844万円
国道横断（推進工法・さや管方式）から圧送方
式・水路部断面利用にしたことによる削減効果

〈建設工期〉
・檜原村 : 短縮率 36%

従来工法 25日→新工法 16日
土木、舗装復旧工期が不要となる短縮効果

・坂下町 : 短縮率 25%
従来工法 120日→新工法 90日
国道横断の推進掘削が不要となる短縮効果

その他の評価結果については以下の通りです。
〈維持管理コスト〉
・両案件とも従来工法と同様
〈管渠の材料特性〉
・両案件とも紫外線、温度による強度劣化なし
・温度変化による伸縮（夏季→冬季）
檜原村 : 最大4.0cm　マンホール接合部のズレを確認
坂下町 : 最大4.5cm　継手部のズレを確認

〈汚水の流下状況〉
・両案件とも外気温-5℃において凍結なし
会津坂下町では凍結防止用複合管を採用し、凍結防止
効果を確認　管内温度（-2℃）＞外気温（-5℃）

〈水質の変化〉
・両案件とも露出管による問題なし
夏季において硫化水素の発生無し

〈住民参画による管理軽減〉
・両案件とも住民からの通報で不具合の早期発見が可能
〈景観への影響〉
・両案件とも下水管は目立たない場所に布設し問題なし
〈生活環境への影響〉
・両案件とも騒音、臭気等の苦情なし
（上記評価結果の詳細は国土交通省HPを参照下さい）
このように両案件の評価結果は大きな問題が無く、建設コ
ストや建設工期においては大きな削減、短縮を達成できたこ
とから、黒色高密度ポリエチレン管は下水道用露出配管とし
て有効であるとの評価を受けることができました。またポリエ
チレンの線膨張係数の大きさに起因する管の伸縮について
は、今回の実験によって得られたデータを基に対策を講じる
ことが可能です。その対策の具体的内容については、下水
道クイックプロジェクト推進委員会事務局がまとめられた「技
術利用ガイド」に記載されていますので参照下さい。

おわりに

今回の檜原村、会津坂下町の案件では、それぞれに施工
環境が異なっていたため、その場所に最も適した管種、施工
方法を検討しました。このプロジェクトで高密度ポリエチレン
管は、コスト削減や工期短縮に大きな効果があるということ
が示されたことから、東日本大震災の復旧・復興においても、
非常に有効な配管であると考えられます。
我々は過去の施工実績や今回の施工経験を活かし、これ

から下水道整備を実施される自治体の施工環境に最も適し
た管種、施工方法をご提案できるものと思います。
最後になりましたが、本プロジェクトでお世話になった関
係者の方 に々心から感謝いたします。

写真-4　会津坂下町　配管（国道横断　都市下水路部）


