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　既設立て管（鋳鉄管、鋼管）のスラブ貫通部の径を
　大きくする必要がない。
●材料費、施工費のトータルでコスト縮減が可能。
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特集　再生可能エネルギーの普及と電力ケーブル保護管による地中送電
施工現場レポート　小水力発電の発電機用地下ピットに利用された
　　　　　　　　  ケーシーレジコン弁室（京都府・長岡京市）
施工現場レポート　食品工場の冷却塔に採用された
　　　　　　　　  圧力用高密度ポリエチレンパイプ（神奈川県・藤沢市）
施工現場レポート　国道２号線下で行われた基幹管路の更新工事
　　　　　　　　  シートパイプインパイプ工法（広島県・福山市）
新情報　曲管への適用範囲が拡大した管路更生工法（ダンビー工法）
KCからの新提案　低コストタイプ電力管（ECVP管）

KCニュース　「KC製品マイスター」資格制度が始まります
 　 各展示会出展のご報告
　　　　　　 展示会の出展予定のお知らせ
にっぽん探訪　三重県・志摩市
ミズエおばあちゃんの知恵袋　「日焼けあとのケア」の巻き
新製品のご案内　ストレートタイプ架橋ポリエチレン管・ポリブテン管
パルちゃんのLet's Try Cooking!　「そうめんオムレツ」
新製品のご案内　かんたんスライド管
お便りコーナー／イラストありがとう
読者プレゼント付きクイズ／編集後記

主な再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの普及と
電力ケーブル保護管による
地中送電

再生可能エネルギーの普及と
電力ケーブル保護管による
地中送電

再生可能エネルギーの種類と特長
　再生可能エネルギーは、法律※で「エネルギー源として永続的
に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存する熱、
バイオマスが規定されています。
　再生可能エネルギーの特長は、石油や石炭、天然ガスなどの
化石エネルギーとは違い、太陽や風、水、森林などエネルギーとな
る資源が豊富にあり、枯渇せず繰り返し使えることです。日本のよ
うにエネルギー資源に乏しい国では、これらを効率よく利用するこ
とで、６％といわれる低いエネルギー自給率を向上させることがで
きます。
　もちろん、環境にやさしいことも大きな特長です。再生可能エネ
ルギーは、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温室
効果ガス（CO2）をほとんど排出しない優れたエネルギーです。
再生可能エネルギーを普及させることで温室効果ガスの排出量
を削減し、地球規模の環境問題に対応していきます。
　さらに自然の資源を効率よくエネルギーに変換するためには、
さまざまな技術が必要です。そのため国や企業が新しい技術を
開発し、実際に発電施設として稼働させることで、技術革新を促進
させ、ひいては日本の技術競争力を高めることにつながります。
※エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー

原料の有効な利用の促進に関する法律

日本の再生可能エネルギー導入状況
　エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、産業育成など
を目的としてFIT制度（固定価格買取制度）が2012年7月1
日からスタートしました。この制度は、再生可能エネルギー源（太
陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電した電気を、
国が定める固定価格で電気事業者が調達することを義務付け
た制度です。新たに発電施設を建設するには、かなりの費用が
必要となるため、買取価格は再生可能エネルギー以外の発電方
式（火力など）に比べると高めに設定されます。買取価格は毎年
見直され、導入が進む太陽光に関しては価格が下げられ、その
他のエネルギー源に関しては、据え置かれる傾向が続いていま
す。これら電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要
した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として電気
料金の一部に含まれています。

　2016年度の再生可能エネルギーによる発電電力量の割合
は、このFIT制度（固定価格買取制度）導入前の2011年度と
比べると、10.8%から15.3%へと上昇しました。以前から導入が
進んでいた水力発電を除くと、2.7%から7.8%への増加です。
また、FIT制度開始後、2017年３月時点で、新たに運転を開始
した設備は、約3,539.2万ｋＷ（制度開始前と比較して約1.7
倍）になりました。中でも太陽光発電の導入は大きく、導入量の
約95%、認定量の約80%を太陽光が占めます。 
　今後の導入課題は、発電コストの低減です。FIT制度導入以
降、急速に再生可能エネルギーの導入が進んできましたが、発電
コストについては、国際水準と比較して高い状況です。海外では
低コスト化が進み、他の電源と比較してもコスト競争力のある電
源となってきたことで、更なる導入拡大を生むというサイクルが生
じています。

全国の自治体で様々な取組みが進む再生可能
エネルギー。中でも太陽光発電は、モジュールの
価格が下がり空き地や山の斜面などに大規模に
設置するメガソーラーが増加してきました。再生
可能エネルギーの普及にともない、発電施設か
ら電力会社の変電所への送電方法も多様化して
います。一般的な架空送電に加えて、電線共同溝
で実績のある電力ケーブル保護管を使った地中
送電も始まっています。

太陽光発電
太陽の光エネルギーを太陽電池で
直接電気に変換するシステムです。
家庭用からメガソーラーと呼ばれる
大規模な発電所まであります。

風力発電
風の力で回転させた風車で発電し
ます。ウィンドファームのような大型
から、学校などの公共施設に設置さ
れる小型のものもあります。

水力発電
古くからダムなどの落差を活用し、
水が落下するエネルギーを利用し
てきました。今日では、農業用水路
や水道事業施設で発電できる小規
模タイプが増加中です。

地熱発電
地下に蓄えられた熱エネルギーを
蒸気や熱水などで取り出し、タービ
ンを回して発電します。火山国の日
本には、世界第3位の豊富な地熱資
源があります。

バイオマス発電
木質燃料、バイオエタノール、バイ
オガスなどをエネルギー源にして
電気や熱に変換します。資源となる
のは建築廃材、農業残さ、食品廃棄
物などです。

発電所からの送電方法
　発電所で作られた高電圧の電気は、
発電所に併設された変電所を使って、送
電効率のよい電圧に変換し、送電線に
送り出します。そして、発熱による送電ロ
スを防ぐため、変電を繰り返して電圧を下
げていきます。送電方法は一般的に架
空送電といわれ、発電規模に応じてコン
クリート（木製）柱、鉄柱、鉄塔に電力ケ
ーブルを設置して電気を変電所に送りま
す。変電された電気は、大規模の工場に
送られたり、別の変電所へと送り電圧を
下げながら家庭や商業施設に配電されます。
　一方、都市や市街地など人口密集地で送電鉄塔を新たに建
てることが難しい地域、あるいは変電所が地下にあるために地中
送電方式で電気を送る場合があります。地中送電には、電線を油
や架橋ポリエチレンなどで絶縁した電力ケーブルを使用し、管路
や洞道に収容されます。地中送電のメリットとしては、暴風雨や雪

などの自然現象の影響を受けないので、安全・確実に電気を送
れることがあげられます。また、鉄塔などが無くなるので景観がよく
なり、建物を建てる際の制限がなくなるメリットもあります。一方、地
中送電方式は送電容量が小さく、電線を増やすときなどの工事が
やりにくく、コストがかかるなどの問題点が指摘されています。

電力ケーブル保護管による地中送電
　近年、再生可能エネルギーの送電用に電力ケーブル保護管に
よる地中送電が行なわれるケースが増えてきました。火力発電など
に比べて太陽光発電や風力発電は、電圧が低いため、電線地中
化工事で実績のある電力ケーブル保護管で送電しようというもの
です。また、大規模工場で発電された余剰電気を電力会社に売電
する場合も、電力ケーブル保護管による地中送電が可能です。
　クボタケミックスの電力ケーブル保護管（CCVP）は、土厚や

車両荷重に耐えうる偏平強度・耐衝撃性を有し、高電圧にも耐
える電気絶縁性・難燃性を兼ね備えた硬質塩ビ管です。また、
水密性にも優れているので安心してご使用いただけます。さらに、
管材は軽量で扱いやすく、ゴム輪接合のためスピード施工が可能
です。配管後の電力ケーブルの引き込みは、管内面が滑らかなた
めスムーズに行なえます。これらさまざまな特長に加えて、大口径
の200まで品揃えしていることから送電条件に合わせて採用し
ていただくことが可能です。

空調ドレンで

空調 ・継手

３層構造（硬質塩ビ層＋発泡層＋硬質塩ビ層）
透明空調ドレン継手

接合部分は透明

硬質塩ビ層
継手接続を確実にする発泡塩化
ビニルスキン層

硬質塩ビ層
ドレン排水の掃流性を確保

外径：1サイズ上の
　　　VPパイプと
　　　同寸法

塩ビ発泡層
断熱効果・結露防止に優れた
発泡塩化ビニル層

透明樹脂
ABS発泡層

継手本体

DV受口
同等形状

1つの工事

従 来 施 工

保温工事
ドレン

配管工事
冷媒

配管工事＋ ＋

施工手順の簡略化1

DV接合のように施工はカンタン2

透明継手なので接着確認が目視で可能3

トータルコストの縮減が可能4

保温材レスで施工手間を解消しトータルコストの縮減に貢献！

開発中！

商業施設、オフィス、学校、病院等の大型空調設備のドレン配管にご使用いただけます。商業施設、オフィス、学校、病院等の大型空調設備のドレン配管にご使用いただけます。

冷媒ガス管

冷媒液管

パッケージエアコン

ドレンホースなど

空調ドレンパイプ・継手

ドレンホースなど

ファンコイルユニット

冷温水管

空調ドレンパイプ・継手

パッケージエアコンの場合 ファンコイルユニットの場合

構  造

使用範囲

空調ドレンパイプ

特  長
項　　目

用　　途

使用水圧

使用温度

呼 び 径

　　  使用条件

空調ドレン用配管専用

無 圧

常 温（5℃～35℃）

20～５０
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他のエネルギー源に関しては、据え置かれる傾向が続いていま
す。これら電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要
した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として電気
料金の一部に含まれています。

　2016年度の再生可能エネルギーによる発電電力量の割合
は、このFIT制度（固定価格買取制度）導入前の2011年度と
比べると、10.8%から15.3%へと上昇しました。以前から導入が
進んでいた水力発電を除くと、2.7%から7.8%への増加です。
また、FIT制度開始後、2017年３月時点で、新たに運転を開始
した設備は、約3,539.2万ｋＷ（制度開始前と比較して約1.7
倍）になりました。中でも太陽光発電の導入は大きく、導入量の
約95%、認定量の約80%を太陽光が占めます。 
　今後の導入課題は、発電コストの低減です。FIT制度導入以
降、急速に再生可能エネルギーの導入が進んできましたが、発電
コストについては、国際水準と比較して高い状況です。海外では
低コスト化が進み、他の電源と比較してもコスト競争力のある電
源となってきたことで、更なる導入拡大を生むというサイクルが生
じています。

全国の自治体で様々な取組みが進む再生可能
エネルギー。中でも太陽光発電は、モジュールの
価格が下がり空き地や山の斜面などに大規模に
設置するメガソーラーが増加してきました。再生
可能エネルギーの普及にともない、発電施設か
ら電力会社の変電所への送電方法も多様化して
います。一般的な架空送電に加えて、電線共同溝
で実績のある電力ケーブル保護管を使った地中
送電も始まっています。

太陽光発電
太陽の光エネルギーを太陽電池で
直接電気に変換するシステムです。
家庭用からメガソーラーと呼ばれる
大規模な発電所まであります。

風力発電
風の力で回転させた風車で発電し
ます。ウィンドファームのような大型
から、学校などの公共施設に設置さ
れる小型のものもあります。

水力発電
古くからダムなどの落差を活用し、
水が落下するエネルギーを利用し
てきました。今日では、農業用水路
や水道事業施設で発電できる小規
模タイプが増加中です。

地熱発電
地下に蓄えられた熱エネルギーを
蒸気や熱水などで取り出し、タービ
ンを回して発電します。火山国の日
本には、世界第3位の豊富な地熱資
源があります。

バイオマス発電
木質燃料、バイオエタノール、バイ
オガスなどをエネルギー源にして
電気や熱に変換します。資源となる
のは建築廃材、農業残さ、食品廃棄
物などです。

発電所からの送電方法
　発電所で作られた高電圧の電気は、
発電所に併設された変電所を使って、送
電効率のよい電圧に変換し、送電線に
送り出します。そして、発熱による送電ロ
スを防ぐため、変電を繰り返して電圧を下
げていきます。送電方法は一般的に架
空送電といわれ、発電規模に応じてコン
クリート（木製）柱、鉄柱、鉄塔に電力ケ
ーブルを設置して電気を変電所に送りま
す。変電された電気は、大規模の工場に
送られたり、別の変電所へと送り電圧を
下げながら家庭や商業施設に配電されます。
　一方、都市や市街地など人口密集地で送電鉄塔を新たに建
てることが難しい地域、あるいは変電所が地下にあるために地中
送電方式で電気を送る場合があります。地中送電には、電線を油
や架橋ポリエチレンなどで絶縁した電力ケーブルを使用し、管路
や洞道に収容されます。地中送電のメリットとしては、暴風雨や雪

などの自然現象の影響を受けないので、安全・確実に電気を送
れることがあげられます。また、鉄塔などが無くなるので景観がよく
なり、建物を建てる際の制限がなくなるメリットもあります。一方、地
中送電方式は送電容量が小さく、電線を増やすときなどの工事が
やりにくく、コストがかかるなどの問題点が指摘されています。

電力ケーブル保護管による地中送電
　近年、再生可能エネルギーの送電用に電力ケーブル保護管に
よる地中送電が行なわれるケースが増えてきました。火力発電など
に比べて太陽光発電や風力発電は、電圧が低いため、電線地中
化工事で実績のある電力ケーブル保護管で送電しようというもの
です。また、大規模工場で発電された余剰電気を電力会社に売電
する場合も、電力ケーブル保護管による地中送電が可能です。
　クボタケミックスの電力ケーブル保護管（CCVP）は、土厚や

車両荷重に耐えうる偏平強度・耐衝撃性を有し、高電圧にも耐
える電気絶縁性・難燃性を兼ね備えた硬質塩ビ管です。また、
水密性にも優れているので安心してご使用いただけます。さらに、
管材は軽量で扱いやすく、ゴム輪接合のためスピード施工が可能
です。配管後の電力ケーブルの引き込みは、管内面が滑らかなた
めスムーズに行なえます。これらさまざまな特長に加えて、大口径
の200まで品揃えしていることから送電条件に合わせて採用し
ていただくことが可能です。

空調ドレンで

空調 ・継手

３層構造（硬質塩ビ層＋発泡層＋硬質塩ビ層）
透明空調ドレン継手

接合部分は透明

硬質塩ビ層
継手接続を確実にする発泡塩化
ビニルスキン層

硬質塩ビ層
ドレン排水の掃流性を確保

外径：1サイズ上の
　　　VPパイプと
　　　同寸法

塩ビ発泡層
断熱効果・結露防止に優れた
発泡塩化ビニル層

透明樹脂
ABS発泡層

継手本体

DV受口
同等形状

1つの工事

従 来 施 工

保温工事
ドレン

配管工事
冷媒

配管工事＋ ＋

施工手順の簡略化1

DV接合のように施工はカンタン2

透明継手なので接着確認が目視で可能3

トータルコストの縮減が可能4

保温材レスで施工手間を解消しトータルコストの縮減に貢献！

開発中！

商業施設、オフィス、学校、病院等の大型空調設備のドレン配管にご使用いただけます。商業施設、オフィス、学校、病院等の大型空調設備のドレン配管にご使用いただけます。

冷媒ガス管

冷媒液管

パッケージエアコン

ドレンホースなど

空調ドレンパイプ・継手

ドレンホースなど

ファンコイルユニット

冷温水管

空調ドレンパイプ・継手

パッケージエアコンの場合 ファンコイルユニットの場合

構  造

使用範囲

空調ドレンパイプ

特  長
項　　目

用　　途

使用水圧

使用温度

呼 び 径

　　  使用条件

空調ドレン用配管専用

無 圧

常 温（5℃～35℃）

20～５０



PAL/Vol.1793 PAL/Vol.179 4

再生可能エネルギーの普及と電力ケーブル保護管による地中送電再生可能エネルギーの普及と電力ケーブル保護管による地中送電

再生可能エネルギーの種類と特長
　再生可能エネルギーは、法律※で「エネルギー源として永続的
に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存する熱、
バイオマスが規定されています。
　再生可能エネルギーの特長は、石油や石炭、天然ガスなどの
化石エネルギーとは違い、太陽や風、水、森林などエネルギーとな
る資源が豊富にあり、枯渇せず繰り返し使えることです。日本のよ
うにエネルギー資源に乏しい国では、これらを効率よく利用するこ
とで、６％といわれる低いエネルギー自給率を向上させることがで
きます。
　もちろん、環境にやさしいことも大きな特長です。再生可能エネ
ルギーは、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温室
効果ガス（CO2）をほとんど排出しない優れたエネルギーです。
再生可能エネルギーを普及させることで温室効果ガスの排出量
を削減し、地球規模の環境問題に対応していきます。
　さらに自然の資源を効率よくエネルギーに変換するためには、
さまざまな技術が必要です。そのため国や企業が新しい技術を
開発し、実際に発電施設として稼働させることで、技術革新を促進
させ、ひいては日本の技術競争力を高めることにつながります。
※エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー

原料の有効な利用の促進に関する法律

日本の再生可能エネルギー導入状況
　エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、産業育成など
を目的としてFIT制度（固定価格買取制度）が2012年7月1
日からスタートしました。この制度は、再生可能エネルギー源（太
陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電した電気を、
国が定める固定価格で電気事業者が調達することを義務付け
た制度です。新たに発電施設を建設するには、かなりの費用が
必要となるため、買取価格は再生可能エネルギー以外の発電方
式（火力など）に比べると高めに設定されます。買取価格は毎年
見直され、導入が進む太陽光に関しては価格が下げられ、その
他のエネルギー源に関しては、据え置かれる傾向が続いていま
す。これら電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要
した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として電気
料金の一部に含まれています。

　2016年度の再生可能エネルギーによる発電電力量の割合
は、このFIT制度（固定価格買取制度）導入前の2011年度と
比べると、10.8%から15.3%へと上昇しました。以前から導入が
進んでいた水力発電を除くと、2.7%から7.8%への増加です。
また、FIT制度開始後、2017年３月時点で、新たに運転を開始
した設備は、約3,539.2万ｋＷ（制度開始前と比較して約1.7
倍）になりました。中でも太陽光発電の導入は大きく、導入量の
約95%、認定量の約80%を太陽光が占めます。 
　今後の導入課題は、発電コストの低減です。FIT制度導入以
降、急速に再生可能エネルギーの導入が進んできましたが、発電
コストについては、国際水準と比較して高い状況です。海外では
低コスト化が進み、他の電源と比較してもコスト競争力のある電
源となってきたことで、更なる導入拡大を生むというサイクルが生
じています。
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てることが難しい地域、あるいは変電所が地下にあるために地中
送電方式で電気を送る場合があります。地中送電には、電線を油
や架橋ポリエチレンなどで絶縁した電力ケーブルを使用し、管路
や洞道に収容されます。地中送電のメリットとしては、暴風雨や雪

などの自然現象の影響を受けないので、安全・確実に電気を送
れることがあげられます。また、鉄塔などが無くなるので景観がよく
なり、建物を建てる際の制限がなくなるメリットもあります。一方、地
中送電方式は送電容量が小さく、電線を増やすときなどの工事が
やりにくく、コストがかかるなどの問題点が指摘されています。

電力ケーブル保護管による地中送電
　近年、再生可能エネルギーの送電用に電力ケーブル保護管に
よる地中送電が行なわれるケースが増えてきました。火力発電など
に比べて太陽光発電や風力発電は、電圧が低いため、電線地中
化工事で実績のある電力ケーブル保護管で送電しようというもの
です。また、大規模工場で発電された余剰電気を電力会社に売電
する場合も、電力ケーブル保護管による地中送電が可能です。
　クボタケミックスの電力ケーブル保護管（CCVP）は、土厚や

車両荷重に耐えうる偏平強度・耐衝撃性を有し、高電圧にも耐
える電気絶縁性・難燃性を兼ね備えた硬質塩ビ管です。また、
水密性にも優れているので安心してご使用いただけます。さらに、
管材は軽量で扱いやすく、ゴム輪接合のためスピード施工が可能
です。配管後の電力ケーブルの引き込みは、管内面が滑らかなた
めスムーズに行なえます。これらさまざまな特長に加えて、大口径
の200まで品揃えしていることから送電条件に合わせて採用し
ていただくことが可能です。

・エネパガイド2017（ 資源エネルギー庁）
・再生可能エネルギーの大量導入時代における 政策課題と次世代電力ネットワークの在り方（2017年12月18日 資源エネルギー庁 ）
・中部電力HP「地中送電ー電気はどうやって送られるの」

【参考】

さまざまな再生可能エネルギーの地中送電に

工場発電の余剰電力の地中送電に工場発電の余剰電力の地中送電に地中熱発電バイオマス発電

太陽光発電

風力発電

小中水力発電

変電所
（電力会社）

大規模工場

小規模工場

商業施設

住 宅

送電

送電

送電

送
電

送電

送電

配
電

配電

配電

配電発電電力量の構成の変遷 再生可能エネルギーによる発電電力量の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 
 
 

 
 

年度 

億kWh 

 
 

7.8%  

7.5%  

 

余剰電力買取制度  

RPS制度 
※2016年度は速報値

出典：総合エネルギー統計より資源エネルギー庁作成 

太陽光
風力
地熱
バイオマス
水力

 
FIT制度

原子力
７%

石炭
27.3%

天然ガス
37.3%

石油その他
15.0%

水力除く
再生可能エネルギー

水力
8.1%

2.7%

原子力
1.7%

石炭
33.3%

天然ガス
40.4%石油その他

9.3%

水力除く
再生可能エネルギー

水力
7.5%

7.8%

発電電力量の構成
（2011年度）

発電電力量の構成
（2016年度）

出典：総合エネルギー統計より資源エネルギー庁作成 

架空送電

変電所

地下街

地下鉄 変電所

地中送電ケーブル

洞道

発電所

架空送電と地中送電

再生可能エネルギーの発電所からの電気の流れ
再生可能エネルギーでの電力ケーブル
保護管の施工事例

75
100
125
130
150
175
200

●
●
●
●
●
●
●

直　管呼び径

●
●
●
●
●
●
●

曲　管

●
●
●
ー
●
●
●

ベルマウス
（受口管）

●
●
●
ー
●
●
●

ベルマウス
（差口管）

●
●
●
●
●
●
●

半割継手
（ボルト式）

●
●
●
●
●
●
●

電力ケーブル
保護管用管枕

曲　管

ベルマウス（受口管）
半割継手
（ボルト式）

電力ケーブル
保護管用管枕

ベルマウス（差口管）

直　管

主要電力ケーブル保護管一覧



PAL/Vol.1793 PAL/Vol.179 4

再生可能エネルギーの普及と電力ケーブル保護管による地中送電再生可能エネルギーの普及と電力ケーブル保護管による地中送電

再生可能エネルギーの種類と特長
　再生可能エネルギーは、法律※で「エネルギー源として永続的
に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存する熱、
バイオマスが規定されています。
　再生可能エネルギーの特長は、石油や石炭、天然ガスなどの
化石エネルギーとは違い、太陽や風、水、森林などエネルギーとな
る資源が豊富にあり、枯渇せず繰り返し使えることです。日本のよ
うにエネルギー資源に乏しい国では、これらを効率よく利用するこ
とで、６％といわれる低いエネルギー自給率を向上させることがで
きます。
　もちろん、環境にやさしいことも大きな特長です。再生可能エネ
ルギーは、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温室
効果ガス（CO2）をほとんど排出しない優れたエネルギーです。
再生可能エネルギーを普及させることで温室効果ガスの排出量
を削減し、地球規模の環境問題に対応していきます。
　さらに自然の資源を効率よくエネルギーに変換するためには、
さまざまな技術が必要です。そのため国や企業が新しい技術を
開発し、実際に発電施設として稼働させることで、技術革新を促進
させ、ひいては日本の技術競争力を高めることにつながります。
※エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー

原料の有効な利用の促進に関する法律

日本の再生可能エネルギー導入状況
　エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、産業育成など
を目的としてFIT制度（固定価格買取制度）が2012年7月1
日からスタートしました。この制度は、再生可能エネルギー源（太
陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電した電気を、
国が定める固定価格で電気事業者が調達することを義務付け
た制度です。新たに発電施設を建設するには、かなりの費用が
必要となるため、買取価格は再生可能エネルギー以外の発電方
式（火力など）に比べると高めに設定されます。買取価格は毎年
見直され、導入が進む太陽光に関しては価格が下げられ、その
他のエネルギー源に関しては、据え置かれる傾向が続いていま
す。これら電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要
した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として電気
料金の一部に含まれています。

　2016年度の再生可能エネルギーによる発電電力量の割合
は、このFIT制度（固定価格買取制度）導入前の2011年度と
比べると、10.8%から15.3%へと上昇しました。以前から導入が
進んでいた水力発電を除くと、2.7%から7.8%への増加です。
また、FIT制度開始後、2017年３月時点で、新たに運転を開始
した設備は、約3,539.2万ｋＷ（制度開始前と比較して約1.7
倍）になりました。中でも太陽光発電の導入は大きく、導入量の
約95%、認定量の約80%を太陽光が占めます。 
　今後の導入課題は、発電コストの低減です。FIT制度導入以
降、急速に再生可能エネルギーの導入が進んできましたが、発電
コストについては、国際水準と比較して高い状況です。海外では
低コスト化が進み、他の電源と比較してもコスト競争力のある電
源となってきたことで、更なる導入拡大を生むというサイクルが生
じています。

発電所からの送電方法
　発電所で作られた高電圧の電気は、
発電所に併設された変電所を使って、送
電効率のよい電圧に変換し、送電線に
送り出します。そして、発熱による送電ロ
スを防ぐため、変電を繰り返して電圧を下
げていきます。送電方法は一般的に架
空送電といわれ、発電規模に応じてコン
クリート（木製）柱、鉄柱、鉄塔に電力ケ
ーブルを設置して電気を変電所に送りま
す。変電された電気は、大規模の工場に
送られたり、別の変電所へと送り電圧を
下げながら家庭や商業施設に配電されます。
　一方、都市や市街地など人口密集地で送電鉄塔を新たに建
てることが難しい地域、あるいは変電所が地下にあるために地中
送電方式で電気を送る場合があります。地中送電には、電線を油
や架橋ポリエチレンなどで絶縁した電力ケーブルを使用し、管路
や洞道に収容されます。地中送電のメリットとしては、暴風雨や雪

などの自然現象の影響を受けないので、安全・確実に電気を送
れることがあげられます。また、鉄塔などが無くなるので景観がよく
なり、建物を建てる際の制限がなくなるメリットもあります。一方、地
中送電方式は送電容量が小さく、電線を増やすときなどの工事が
やりにくく、コストがかかるなどの問題点が指摘されています。

電力ケーブル保護管による地中送電
　近年、再生可能エネルギーの送電用に電力ケーブル保護管に
よる地中送電が行なわれるケースが増えてきました。火力発電など
に比べて太陽光発電や風力発電は、電圧が低いため、電線地中
化工事で実績のある電力ケーブル保護管で送電しようというもの
です。また、大規模工場で発電された余剰電気を電力会社に売電
する場合も、電力ケーブル保護管による地中送電が可能です。
　クボタケミックスの電力ケーブル保護管（CCVP）は、土厚や

車両荷重に耐えうる偏平強度・耐衝撃性を有し、高電圧にも耐
える電気絶縁性・難燃性を兼ね備えた硬質塩ビ管です。また、
水密性にも優れているので安心してご使用いただけます。さらに、
管材は軽量で扱いやすく、ゴム輪接合のためスピード施工が可能
です。配管後の電力ケーブルの引き込みは、管内面が滑らかなた
めスムーズに行なえます。これらさまざまな特長に加えて、大口径
の200まで品揃えしていることから送電条件に合わせて採用し
ていただくことが可能です。

・エネパガイド2017（ 資源エネルギー庁）
・再生可能エネルギーの大量導入時代における 政策課題と次世代電力ネットワークの在り方（2017年12月18日 資源エネルギー庁 ）
・中部電力HP「地中送電ー電気はどうやって送られるの」

【参考】

さまざまな再生可能エネルギーの地中送電に
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配電発電電力量の構成の変遷 再生可能エネルギーによる発電電力量の推移
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【京都府長岡京市】 レジンコンクリート製プレハブ弁室

長岡京市 環境経済部
環境政策室兼環境政策監
尾崎 伸悟さん

株式会社DK-Power
武田 暁さん

荏原商事株式会社 
エンジニアリング部
中村 幸生さん

製品案内

水道施設内で小水力発電を企画
　本誌176号で、安定した発電が期待できる再生可能エネルギ
ーとして「小水力発電」を特集し、その発電設備は一般河川、農業
用水、下水処理場、水道施設などさまざまな場所に設置可能であ
ると紹介した。しかし、100kW以下の小水力発電は設置費用や
管理費が高く、売電によって利益を生み出すのは容易ではない。
　そんな難しい課題に挑戦したのが、
京都府長岡京市。同市は「“環境の都”
長岡京市環境都市宣言」を行ない、第
二期環境基本計画に基づいて公共空
間における再生可能エネルギーの導
入を目指していた。そして平成27年度
に、市内二か所で小水力発電設置の検
討を行った。しかし、発電機の設置費用
などが高く、採算が取れるめどが立た
ず、いったん断念せざるを得なくなった。
　そんな時、長岡京市の課題を解消
する提 案を行ったのが、株 式 会 社

DK-Power。その提案内容とは、同社が市内北ポンプ場に小水
力発電システムを設置し、売電による利益で北ポンプ場の使用料
を払うというもの。設置費用ならびに維持管理は同社が負担する
ため、長岡京市のリスクは少ない。平成29年9月に再生可能エ
ネルギー導入（小水力発電）事業に関する協定を締結した。
　この事業を推進してきた長岡京市環境経済部環境政策室長の
尾崎伸悟さんは、「売電から得られる収益は年間最大55万円を
想定しています。金額自体は大きくありませんが、それ以上に既
設の水道施設で再生可能エネルギーを生み出し、温室効果ガス
の抑制につなげることが重要です。さらに市が再生可能エネルギ
ーの創出に率先して取り組むことにより、住民のみなさんの意識
向上につながると思います」と環境面の効果に期待を寄せる。

低コスト、高効率な発電システム
　一方、同発電システムを導入した株式会社DK-Powerは、すで
に富山県南砺市、砺波市、福島県相馬市、兵庫県神戸市で小水力
発電の設置実績がある。「水車は市販の水道用ポンプをポンプ逆
転水車として使用し、発電機は親会社であるダイキン工業株式
会社製を使用してコストダウンを図っています。空調メーカーと
して長年培ってきたモーター・インバータの制御技術で、流量変
化に対しても高い発電効率を維持します。これらの技術で、設置
の難しい100kW以下の小水力発電の普及に寄与したいです」
と語るのは、株式会社DK-Powerの武田暁

あきら

さん。
　今回の小水力発電は、京都府営水道乙

おと

訓
くに

浄水場から長岡京市
北ポンプ場への落差を利用して、北ポンプ場へ流入する水で発
電を行う。北ポンプ場のバイパス管が埋設されており、地下ピット
を作ってこのバイパス管に発電機を設置する計画が立てられた。

工期を１月早めたケーシーレジコン弁室
　通常地下ピットといえば、型枠にコンクリートを流し込む現場
打ちが行われる。強度が出るまで養生の時間がかかるため、なか
なか発電機の設置ができない。そこで提案されたのが、クボタケ
ミックスのケーシーレジコン弁室。本工事で設計・施工・管理を担
当した荏原商事株式会社エンジニアリング部の中村幸生さん
は、過去にもケーシーレジコン弁室を採用したことがあり、その
特長を熟知していた。
　「工事は真冬の１月からです。水も凍るような時期にコンクリー
トの施工管理は大変。工場加工されたケーシーレジコン弁室なら
設置したときからすでに強度は十分ありますし、設置も基礎の部
分から入れても10日程、現場打ちと比べれば工期は１ヶ月は短
縮できます」と中村さん。さらに「今回の弁室には本管の貫通部
以外にもたくさんの孔をあけないといけません。例えば、換気用

の管や制御ケ
ーブルの管等
です。コンク
リートなら箱
抜きを行うと
ころを、ケー
シーレジコン
弁室なら工場で開いてくるため、ずいぶん楽です」。
　発電機の設置工事は、掘削の後、砕石を引き転圧後コンクリー
トを打つ基礎工から始まった。週末の養生後に敷モルタルを引い
て下部のケーシーレジコン弁室を溝底に吊り降ろした。今回、ポ
ンプ場入口に入れるクレーン車の制約から、ケーシーレジコン弁
室を２分割し、大きい方に発電機と流量計、小さい方に電動弁を
納めた。機器を設置した後、配管接続などを行い、接合剤で上部
のケーシーレジコン弁室を接合した。これら平成30年１月中旬
に始まった工事は３月初旬には終了し、連続試運転の後、３月中に
は売電を開始した。
　株式会社DK-Powerはこれまで、既設の地下ピットに発電機を
設置したことはあるが、今回、初めて新設の地下ピットを建設し発
電機を設置した。「全国にはいろんな設置場所があるので、その
バリエーションを増やす意味でも、掘削量が少なく短工期が実現
できるケーシーレジコン弁室を使った地下ピットは良い経験にな
りました」と武田さん。
　長岡京市の再生可能エネルギーへの思いを可能にした
DK-Powerの発電システム。さらに、そのシステムを長期に渡っ
て保持していくクボタケミックスのケーシーレジコン弁室によっ
て完成した小水力発電は、他の自治体にも大きな影響を及ぼす
と思われる。

小水力発電の発電機用地下ピットに
利用されたケーシーレジコン弁室
小水力発電の発電機用地下ピットに
利用されたケーシーレジコン弁室

VBシリーズ（車道用）

軽量・コンパクトでスピーディーな施工を実現！
＜レジンコンクリート製プレハブ弁室・大型メーターボックス＞

VB／MBシリーズの主な特長

■品質・性能が安定
■工期短縮・スピード施工
■狭い場所への設置が可能
■ニーズに応じた製品設計が可能
■優れた耐食性・凍結融解性
■基礎工の簡略化が可能
■優れたトータルコスト MBシリーズ（歩道用）

基礎工（砕石にコンクリート基礎） クレーンによる下部弁室の吊り下し 発電機の設置並びに配管接続 上部弁室の吊り下し 完成後の全景

発電機と流量計が入った弁室（左）と電動弁が入った弁室（右）
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特長を熟知していた。
　「工事は真冬の１月からです。水も凍るような時期にコンクリー
トの施工管理は大変。工場加工されたケーシーレジコン弁室なら
設置したときからすでに強度は十分ありますし、設置も基礎の部
分から入れても10日程、現場打ちと比べれば工期は１ヶ月は短
縮できます」と中村さん。さらに「今回の弁室には本管の貫通部
以外にもたくさんの孔をあけないといけません。例えば、換気用

の管や制御ケ
ーブルの管等
です。コンク
リートなら箱
抜きを行うと
ころを、ケー
シーレジコン
弁室なら工場で開いてくるため、ずいぶん楽です」。
　発電機の設置工事は、掘削の後、砕石を引き転圧後コンクリー
トを打つ基礎工から始まった。週末の養生後に敷モルタルを引い
て下部のケーシーレジコン弁室を溝底に吊り降ろした。今回、ポ
ンプ場入口に入れるクレーン車の制約から、ケーシーレジコン弁
室を２分割し、大きい方に発電機と流量計、小さい方に電動弁を
納めた。機器を設置した後、配管接続などを行い、接合剤で上部
のケーシーレジコン弁室を接合した。これら平成30年１月中旬
に始まった工事は３月初旬には終了し、連続試運転の後、３月中に
は売電を開始した。
　株式会社DK-Powerはこれまで、既設の地下ピットに発電機を
設置したことはあるが、今回、初めて新設の地下ピットを建設し発
電機を設置した。「全国にはいろんな設置場所があるので、その
バリエーションを増やす意味でも、掘削量が少なく短工期が実現
できるケーシーレジコン弁室を使った地下ピットは良い経験にな
りました」と武田さん。
　長岡京市の再生可能エネルギーへの思いを可能にした
DK-Powerの発電システム。さらに、そのシステムを長期に渡っ
て保持していくクボタケミックスのケーシーレジコン弁室によっ
て完成した小水力発電は、他の自治体にも大きな影響を及ぼす
と思われる。

小水力発電の発電機用地下ピットに
利用されたケーシーレジコン弁室
小水力発電の発電機用地下ピットに
利用されたケーシーレジコン弁室

VBシリーズ（車道用）

軽量・コンパクトでスピーディーな施工を実現！
＜レジンコンクリート製プレハブ弁室・大型メーターボックス＞

VB／MBシリーズの主な特長

■品質・性能が安定
■工期短縮・スピード施工
■狭い場所への設置が可能
■ニーズに応じた製品設計が可能
■優れた耐食性・凍結融解性
■基礎工の簡略化が可能
■優れたトータルコスト MBシリーズ（歩道用）

基礎工（砕石にコンクリート基礎） クレーンによる下部弁室の吊り下し 発電機の設置並びに配管接続 上部弁室の吊り下し 完成後の全景

発電機と流量計が入った弁室（左）と電動弁が入った弁室（右）

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ー ト

京都府営水道
乙訓浄水場

有効落差
平均入水量

最大発電出力

約 41ｍ
292m3/h

25kW

長岡京市
北ポンプ場50.2m

M

M
FI G

地下ピットを新設

流量計 発電機 電動弁

電動弁

水の流れ

（発電時は閉）

T

長岡京市北ポンプ場での小水力発電イメージ図

発電機 電動弁

流量計

内寸：
W2000xD2000xH2200

内寸：
W1000x
D1800x
H2200

レジコン弁室内レイアウト

▶施工の手順

HWL
100.5m
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【神奈川県藤沢市】 圧力用高密度ポリエチレンパイプ

冷却塔 冷却塔

往きの冷却水

還りの冷却水既設の鋼管

往きの圧力用高密度
ポリエチレンパイプ
還りの圧力用高密度
ポリエチレンパイプ

ポンプ

配管概略図

冷却塔の配管に使用されてきた金属管
　ビルや工場などの空調設備あるいは様々な冷却設備として、
建物の屋上などに設置されることが多い冷却塔（クーリングタ
ワー）。冷凍機で温度が高くなった冷却水を冷却塔内の送風機
で送り込んだ外気と接触させて、温度を下げて冷凍機に戻す熱
交換を行うための設備である。
　この冷却水の配管には、亜鉛めっき鋼管（白ガス管）をはじめ、
塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管、ステンレス管など金属管が
一般的に使用されている。金属が使用される大きな理由の一つ
が、露出配管されることが多く、耐候性はもちろん適度な強度が
要求されるためだ。

溶接をしないで配管できるポリエチレンパイプ
　そんな冷却水の露出配管に金属管ではなく、クボタケミック
スの圧力用高密度ポリエチレンパイプが採用されるということ
で、神奈川県藤沢市にある株式会社スワロー食品を取材した。
同社は、日本で唯一の春巻きの専業メーカーとして、様々な春
巻き商品を製造している。
　これまで工場の屋上に設置していた冷却塔が、設置後20年
以上が経過し、設備の更新が計画された。株式会社スワロー食
品、製造部設備課の的場力さんは、「まだ使用できるかもしれま
せんが、工場が稼動しているときに冷却塔が故障することは絶
対に防がないといけません。早めの対策は設備管理者として重
要な仕事です」と早期対応の重要性を強調した。
　また、工事を行う上で重要視したのがその安全性である。

「施工会社さんには冷却塔およびその配管工事は、火は使わな
いことをお願いしました。工場周辺は住宅街で、近隣には学校が
あり学生が工場の前を頻繁に往来します。僅かな火の粉でも屋
上から降れば、会社の信頼性を損ないかねません」。

軽い、錆ない、塗装手間なし
　火が使えないということは、鋼管などの溶接はできない。「鋼
管など金属管に代わる管材を提案するため、方々の管材商社に
問い合わせをしました。その結果、ようやくたどり着いたのがクボ
タケミックスの圧力用高密度ポリエチレンパイプでした」と笑う
のは、施工を担当した田中土建工業株式会社、藤沢支店の工藤
徹さん。しかし、工藤さんが圧力用高密度ポリエチレンパイプを
提案した理由は火を使わないことだけではない。金属管に比べ
て1/4から1/5程度の軽さなので、工場の屋上部に上げる重
機は必要ない。さらには、鋼管のように塗装が必要ないので後々
の手間も省けるのである。当然、プラスチックなので鋼管のよう
に錆びることがない。それら金属管に勝る特長が評価されて圧
力用高密度ポリエチレンパイプの採用が決定した。

現場施工に適したポリエチレンパイプ
　古い冷却塔を残したまま、新しい冷却塔の設置とその配管を
行い、完全に性能を確認したところで冷却水の配水を切り替え、
古い冷却塔とその配管を撤去するというのが工事の概略である。
　最初に新しい冷却塔を設置する架台を取付け、処理水量が異
なる大小２基の丸型開放式冷却塔を設置した。管材を搬入する
仮設階段を歩道側の敷地内ぎりぎりに設置し、工場が稼動する平
日でも資材を運び、
配管ができる体制を
整えた。非常に狭い
仮設階段でも圧力
用高密度ポリエチレ
ンパイプ（φ125）は、
１本が約33kgなの
で２人で運び上げる
ことができた。
　圧力用高密度ポリエチレンパイプによる配管は、既設の鋼管か
ら流入する冷却水を２基の冷却塔上部に配水する往きの配管と、
冷却塔下部から排水された冷却水をポンプで再び既設の鋼管に
戻す還りの配管に分れる。パイプの接合は水道や建築分野でも
おなじみの電気融着（EF）接合である。施工できる場所は、新旧
冷却塔の間の１mもない非常に狭いスペースであるが、パイプ

食品工場の冷却塔に採用された
圧力用高密度ポリエチレンパイプ
食品工場の冷却塔に採用された
圧力用高密度ポリエチレンパイプ

の切断、表面の切削からコ
ントローラによる通電まで
滞りなく行われた。
　今回、始めてポリエチレ
ンパイプの電気融着接合を
行った工藤さんは、「最初に
施工指導をしてもらったの
で、後は決められた工程を確実にやるだけでした。鋼管で接合部
を溶接していくことと比べれば、電気融着接合は楽で時間も短縮
できます。また、パイプも現場で簡単に切断できますから現場施
工に向いていると思います」と施工性の良さを指摘した。
　工事終了後も新しくなった冷却塔および配管の評価は高い。
株式会社スワロー食品の的場さんによると、圧力用高密度ポリエ
チレンパイプの特徴である黒色について、見栄えが良く社内でも
高評価を得ているとのこと。「これまでは配管部分を隠すようにカ
バーで囲っていましたが、それも
なしで外から見えるようにしまし
た」。今回の工事を踏まえて、工
場用配管材として関連工場等で
も採用の検討がされるという、
うれしい話を聞くことができた。

工事が完成した冷却塔

資材搬入用の仮設階段と旧冷却塔

新冷却塔（左）と旧冷却塔（右）
限られた施工スペース

取材協力会社紹介 株式会社スワロー食品株式会社スワロー食品

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ート

田中土建工業株式会社
藤沢支店
工藤　徹さん

株式会社スワロー食品
製造部設備課
的場　力さん

EF継手と直管の電気融着接合 冷却塔とポンプ部分の配管 往きの配管部
２基の冷却塔間にはバルブを設置

仮設階段
旧冷却塔

ポンプ

昭和49年に春巻きの手巻き工場と
して創業した現在国内唯一の春巻き
専業メーカーです。多様化するお客様
のご要望にお応えできる体制を取り、
全国のGMS、CVS、外食産業様にご
愛顧いただいております。

40年以上のノウハウ
春巻きの具材選定は、特殊なノウハウを
必要とし、当
社は最新の
消費者ニー
ズに合わせ
たご提案が
できます。

直火釜を使った手作り調理法
炒めた具材のおいしさを実感していた
だくため、手
間と労力の
かかる直火
釜調理法を
採用してい
ます。

バラエティ豊富な春巻き
オーソドックスな春巻きから、イタリアン
風春巻き、カレー風味春巻き、スイーツ
春巻きまで、種類豊富な春巻きをご提供
します。所在地：神奈川県藤沢市遠藤2022-1

TEL：0466-86-1090
http://www.harumaki.jp/

会社
データ
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【神奈川県藤沢市】 圧力用高密度ポリエチレンパイプ
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ポンプ

配管概略図

冷却塔の配管に使用されてきた金属管
　ビルや工場などの空調設備あるいは様々な冷却設備として、
建物の屋上などに設置されることが多い冷却塔（クーリングタ
ワー）。冷凍機で温度が高くなった冷却水を冷却塔内の送風機
で送り込んだ外気と接触させて、温度を下げて冷凍機に戻す熱
交換を行うための設備である。
　この冷却水の配管には、亜鉛めっき鋼管（白ガス管）をはじめ、
塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管、ステンレス管など金属管が
一般的に使用されている。金属が使用される大きな理由の一つ
が、露出配管されることが多く、耐候性はもちろん適度な強度が
要求されるためだ。

溶接をしないで配管できるポリエチレンパイプ
　そんな冷却水の露出配管に金属管ではなく、クボタケミック
スの圧力用高密度ポリエチレンパイプが採用されるということ
で、神奈川県藤沢市にある株式会社スワロー食品を取材した。
同社は、日本で唯一の春巻きの専業メーカーとして、様々な春
巻き商品を製造している。
　これまで工場の屋上に設置していた冷却塔が、設置後20年
以上が経過し、設備の更新が計画された。株式会社スワロー食
品、製造部設備課の的場力さんは、「まだ使用できるかもしれま
せんが、工場が稼動しているときに冷却塔が故障することは絶
対に防がないといけません。早めの対策は設備管理者として重
要な仕事です」と早期対応の重要性を強調した。
　また、工事を行う上で重要視したのがその安全性である。

「施工会社さんには冷却塔およびその配管工事は、火は使わな
いことをお願いしました。工場周辺は住宅街で、近隣には学校が
あり学生が工場の前を頻繁に往来します。僅かな火の粉でも屋
上から降れば、会社の信頼性を損ないかねません」。

軽い、錆ない、塗装手間なし
　火が使えないということは、鋼管などの溶接はできない。「鋼
管など金属管に代わる管材を提案するため、方々の管材商社に
問い合わせをしました。その結果、ようやくたどり着いたのがクボ
タケミックスの圧力用高密度ポリエチレンパイプでした」と笑う
のは、施工を担当した田中土建工業株式会社、藤沢支店の工藤
徹さん。しかし、工藤さんが圧力用高密度ポリエチレンパイプを
提案した理由は火を使わないことだけではない。金属管に比べ
て1/4から1/5程度の軽さなので、工場の屋上部に上げる重
機は必要ない。さらには、鋼管のように塗装が必要ないので後々
の手間も省けるのである。当然、プラスチックなので鋼管のよう
に錆びることがない。それら金属管に勝る特長が評価されて圧
力用高密度ポリエチレンパイプの採用が決定した。

現場施工に適したポリエチレンパイプ
　古い冷却塔を残したまま、新しい冷却塔の設置とその配管を
行い、完全に性能を確認したところで冷却水の配水を切り替え、
古い冷却塔とその配管を撤去するというのが工事の概略である。
　最初に新しい冷却塔を設置する架台を取付け、処理水量が異
なる大小２基の丸型開放式冷却塔を設置した。管材を搬入する
仮設階段を歩道側の敷地内ぎりぎりに設置し、工場が稼動する平
日でも資材を運び、
配管ができる体制を
整えた。非常に狭い
仮設階段でも圧力
用高密度ポリエチレ
ンパイプ（φ125）は、
１本が約33kgなの
で２人で運び上げる
ことができた。
　圧力用高密度ポリエチレンパイプによる配管は、既設の鋼管か
ら流入する冷却水を２基の冷却塔上部に配水する往きの配管と、
冷却塔下部から排水された冷却水をポンプで再び既設の鋼管に
戻す還りの配管に分れる。パイプの接合は水道や建築分野でも
おなじみの電気融着（EF）接合である。施工できる場所は、新旧
冷却塔の間の１mもない非常に狭いスペースであるが、パイプ
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の切断、表面の切削からコ
ントローラによる通電まで
滞りなく行われた。
　今回、始めてポリエチレ
ンパイプの電気融着接合を
行った工藤さんは、「最初に
施工指導をしてもらったの
で、後は決められた工程を確実にやるだけでした。鋼管で接合部
を溶接していくことと比べれば、電気融着接合は楽で時間も短縮
できます。また、パイプも現場で簡単に切断できますから現場施
工に向いていると思います」と施工性の良さを指摘した。
　工事終了後も新しくなった冷却塔および配管の評価は高い。
株式会社スワロー食品の的場さんによると、圧力用高密度ポリエ
チレンパイプの特徴である黒色について、見栄えが良く社内でも
高評価を得ているとのこと。「これまでは配管部分を隠すようにカ
バーで囲っていましたが、それも
なしで外から見えるようにしまし
た」。今回の工事を踏まえて、工
場用配管材として関連工場等で
も採用の検討がされるという、
うれしい話を聞くことができた。
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福山市上下水道局 
工務部 配水管整備課
甲斐 友也さん

福山市上下水道局 
工務部 配水管整備課
林 桂樹さん

株式会社浄管センター 
工事部
尾山 和憲さん

株式会社浄管センター  
土木工事部
吉川 悟史さん

工法紹介

配水管整備事業に積極的に
取組む福山市
　全国の自治体で進む老朽化した配
水管路の更新工事。各自治体は布設
時期、管路の重要性、さらには管内調
査を行うなどして優先順位をつけ更
新を行っている。昭和30年代後半か
ら重工業中心の産業都市として発展
し、現在人口46万人を超える広島県
東部の中核都市、福山市もそんな自
治体の一つである。
　福山市は、昭和57年度から七次に
わたって配水管整備事業を行い、管路
の更新・耐震化、新設布設、管網整備
を行ってきた。その結果、同市の基幹
管路の耐震化率は、平成27年度末時
点で全国平均37.2%を大きく越え
る65.4%に達している。現在「福山市上下水道事業中長
期ビジョン（経営戦略）」の重要施策に位置づけされた第八
次配水管整備事業計画が、平成29年度から平成33年
度までの予定で行われている。
　この第八次配水管整備事業計画では、20箇所を超え
る基幹管路の更新工事が計画され、その一つが福山市引
野町の国道２号線の車道下に埋設された基幹配水管路。
昭和37年に布設された鋼管（口径350）は、約650ｍ
の内、430ｍ程が車道下に布設されて、残りは旧市道沿
いに布設されていた。

車道下はシートパイプインパイプで更新
　「国道の道路管理者からは、使用しない既設管を撤去す
るよう指導されていました。しかし、既設管を撤去するとな
ると、新管の布設後に別途掘削して撤去するため、費用の
増加に加えて長期にわたる交通影響が課題になります。で
きるだけ既設管を有効利用したいということで、既設管の
中に新管を入れるパイプインパイプを考えました」とは、
福山市上下水道局工務部、配水管整備課の林桂樹さん。
　パイプインパイプの場合、鋳鉄管でも、鋼管でも、ポリエ
チレンパイプでも可能である。更新後の口径が250であ
ることと、緩やかにカーブしている現場状況から、鋳鉄管と
鋼管は適用不可と判断された。またパイプインパイプ以外
に管更生工法も検討されたが、費用比較の結果、ポリエチ
レンパイプによるパイプインパイプが採用された。
　ポリエチレンパイプでパイプインパイプを行う場合の条件は、
管路に傷が付かないこと。事前にカメラを使った管内調査が行わ
れて、継手ごとの溶接部に錆こぶが確認された。中には自走式のカ
メラが進めないほどの錆こぶもあった。錆こぶの状態にもよるが、
そのままパイプを挿入した場合、傷がどこまで付くかわからない。

　また、流量減少を抑えるのも重要な条件である。スペーサ―な
どを入れて既設管との隙間を作るとそれだけ縮径する必要があ
るので流量減少が大きくなる。それらを考慮して採用されたのが、
クボタケミックスの工事部門であるクボタプラテックが推進する
シートパイプインパイプ工法。クボタケミックスの水道配水用ポ
リエチレンパイプを薄い樹脂製の保護シートで巻いて既設管に
挿入する工法である。保護シートの厚さが薄いので口径250
のパイプが使用でき、流量減少を最小に抑えることができる。ま
た、滑りが良いので引込みやすく管に傷が付きにくい。

模擬管調査で良好な管路表面を確認
　シートパイプインパイプ工法は、始めに発進点と到達点の２箇
所に長さ６～７ｍの立抗を掘り、作業スペースを確保する。以下次
のような手順で工事が進んだ。❶管内清掃：既設管の内径に合わ
せてスクレイパーとブラシのセットを既設管路の１区間分（50～
90m）引込む。スクレイパーで削り落としたさび等の障害物をブ
ラシでかき出す。❷カメラ調査：既設管内にカメラを入れて清掃
状況を確認する。❸保護シートの引込み：薄い樹脂製の保護シー
トを円筒状に丸めながら既設管内に引込む。❹模擬管調査：１m
程度の模擬管を１区間分引込んで、模擬管の表面を確認する。❺
バット融着接合：５mの水道配水用ポリエチレンパイプ１本目を
保護シート内に引込み、２本目とパイプ接合を行う。接合する２本
の両端面を削り平滑にし、その両端を熱で溶融させて圧着し管路
を一体化させる。❻管の引込み：融着の冷却が完了すれば、２本
目のパイプを保護シート内に引込む。後はバット融着接合とパイ
プの引込みを繰り返し行い、到達立坑までの配管を行う。
　今回の工事では「模擬管調査」が行われたが、これは新管に傷
を付けない福山市の徹底した確認作業。「配水用ポリエチレンパ
イプシステム協会では管厚の10%までの深さの傷は性能に影
響しないと言われていますが、調査をしないと本当にどれだけ傷
が付いたかは分かりません。それに福山市の使用年数基準は、
100年ですから」と笑うのは、福山市上下水道局工務部、配水管
整備課の甲斐友也さん。５区間で行われた模擬管調査では、ほぼ

傷なしの良好な結果が得られた。
　今回の工事を受注した株式会社浄管センター土木工事部、吉
川悟史さんは、シートパイプインパイプ工法のメリットについて、

「掘削する場所が少なくてすむなど工事担当者の負担が少ない。
また、パイプ接合は機械で管理するので安心して見ていられる」
と語った。確かに、シートパイプインパイプ工法の重要なポイント
は、バット融着によるパイプ接合であり、融着部の温度管理並び
に圧力管理は機械が行なう。しかし、施工管理にはさまざまなノウ
ハウがあるためシートパイプインパイプ工法に関する工事は、工
法を開発したクボタプラテックが担当した。
　福山市だけでなく、全国の自治体で人口減少や節水技術の進
歩で水の需要は減少傾向にあり、今後もその傾向は続くと考えら
れる。そのため、水道管路のダウンサイジングを目的とした既設
管にポリエチレンパイプを入れるシートパイプインパイプ工法の
需要は増加すると考えられる。

国道２号線下で行われた基幹管路の更新工事
シートパイプインパイプ工法
国道２号線下で行われた基幹管路の更新工事
シートパイプインパイプ工法

■新管の種別・呼び径
・水道配水用ポリエチレンパイプ50～150
［JWWA K144］、200～300［PTC K13］

・下水道用ポリエチレンパイプ50～250
［JSWAS K-14］
■既設管の種別
・管の種類、断面形状は問いません。
・既設管は新管の呼び径よりワンサイズアッ

プ以上が必要です。
■施工延長
　最大施工延長は100mを目安とします。

■保護シートによる長所
・既設管の簡易な清掃でOK。
・引込み時に傷がほとんどつきません。
・摩擦抵抗が小さくなりパイプを引込みやすい。
・スペーサー等と比べて薄いので流量減少を

最小限にできます。
■ポリエチレンパイプの長所を継承
・柔軟性に富み既設管に追従します。
・塩害・電食に強く、錆びません。
・耐震管として更新できます。
・信頼性の高い規格品（日本水道協会規格、
　配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格、

日本下水道協会規格)

・国道下の既設管を有効利用したい。
・新管には極力、傷を付けたくない。
・流量減少は最小限に抑えたい。

ご採用の
ポイント

ビード
（融着部の突起）の除去

スクレイパー

パイプの引き込み（到達立坑）

シートパイプインパイプ工法概要図

緩やかにカーブした上り坂（施工開始地点から）

Field Report NowField Report Now施 工 現 場 レ ポ ー ト

施工現場

適用範囲 特　長

❶管内清掃 ❷カメラ調査

❸保護シートの引込み

❺バット融着接合

❹模擬管調査

❻管の引込み

▶施工の手順

シートパイプインパイプ工法

ブラシ
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配水管整備事業に積極的に
取組む福山市
　全国の自治体で進む老朽化した配
水管路の更新工事。各自治体は布設
時期、管路の重要性、さらには管内調
査を行うなどして優先順位をつけ更
新を行っている。昭和30年代後半か
ら重工業中心の産業都市として発展
し、現在人口46万人を超える広島県
東部の中核都市、福山市もそんな自
治体の一つである。
　福山市は、昭和57年度から七次に
わたって配水管整備事業を行い、管路
の更新・耐震化、新設布設、管網整備
を行ってきた。その結果、同市の基幹
管路の耐震化率は、平成27年度末時
点で全国平均37.2%を大きく越え
る65.4%に達している。現在「福山市上下水道事業中長
期ビジョン（経営戦略）」の重要施策に位置づけされた第八
次配水管整備事業計画が、平成29年度から平成33年
度までの予定で行われている。
　この第八次配水管整備事業計画では、20箇所を超え
る基幹管路の更新工事が計画され、その一つが福山市引
野町の国道２号線の車道下に埋設された基幹配水管路。
昭和37年に布設された鋼管（口径350）は、約650ｍ
の内、430ｍ程が車道下に布設されて、残りは旧市道沿
いに布設されていた。

車道下はシートパイプインパイプで更新
　「国道の道路管理者からは、使用しない既設管を撤去す
るよう指導されていました。しかし、既設管を撤去するとな
ると、新管の布設後に別途掘削して撤去するため、費用の
増加に加えて長期にわたる交通影響が課題になります。で
きるだけ既設管を有効利用したいということで、既設管の
中に新管を入れるパイプインパイプを考えました」とは、
福山市上下水道局工務部、配水管整備課の林桂樹さん。
　パイプインパイプの場合、鋳鉄管でも、鋼管でも、ポリエ
チレンパイプでも可能である。更新後の口径が250であ
ることと、緩やかにカーブしている現場状況から、鋳鉄管と
鋼管は適用不可と判断された。またパイプインパイプ以外
に管更生工法も検討されたが、費用比較の結果、ポリエチ
レンパイプによるパイプインパイプが採用された。
　ポリエチレンパイプでパイプインパイプを行う場合の条件は、
管路に傷が付かないこと。事前にカメラを使った管内調査が行わ
れて、継手ごとの溶接部に錆こぶが確認された。中には自走式のカ
メラが進めないほどの錆こぶもあった。錆こぶの状態にもよるが、
そのままパイプを挿入した場合、傷がどこまで付くかわからない。

　また、流量減少を抑えるのも重要な条件である。スペーサ―な
どを入れて既設管との隙間を作るとそれだけ縮径する必要があ
るので流量減少が大きくなる。それらを考慮して採用されたのが、
クボタケミックスの工事部門であるクボタプラテックが推進する
シートパイプインパイプ工法。クボタケミックスの水道配水用ポ
リエチレンパイプを薄い樹脂製の保護シートで巻いて既設管に
挿入する工法である。保護シートの厚さが薄いので口径250
のパイプが使用でき、流量減少を最小に抑えることができる。ま
た、滑りが良いので引込みやすく管に傷が付きにくい。

模擬管調査で良好な管路表面を確認
　シートパイプインパイプ工法は、始めに発進点と到達点の２箇
所に長さ６～７ｍの立抗を掘り、作業スペースを確保する。以下次
のような手順で工事が進んだ。❶管内清掃：既設管の内径に合わ
せてスクレイパーとブラシのセットを既設管路の１区間分（50～
90m）引込む。スクレイパーで削り落としたさび等の障害物をブ
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を一体化させる。❻管の引込み：融着の冷却が完了すれば、２本
目のパイプを保護シート内に引込む。後はバット融着接合とパイ
プの引込みを繰り返し行い、到達立坑までの配管を行う。
　今回の工事では「模擬管調査」が行われたが、これは新管に傷
を付けない福山市の徹底した確認作業。「配水用ポリエチレンパ
イプシステム協会では管厚の10%までの深さの傷は性能に影
響しないと言われていますが、調査をしないと本当にどれだけ傷
が付いたかは分かりません。それに福山市の使用年数基準は、
100年ですから」と笑うのは、福山市上下水道局工務部、配水管
整備課の甲斐友也さん。５区間で行われた模擬管調査では、ほぼ

傷なしの良好な結果が得られた。
　今回の工事を受注した株式会社浄管センター土木工事部、吉
川悟史さんは、シートパイプインパイプ工法のメリットについて、

「掘削する場所が少なくてすむなど工事担当者の負担が少ない。
また、パイプ接合は機械で管理するので安心して見ていられる」
と語った。確かに、シートパイプインパイプ工法の重要なポイント
は、バット融着によるパイプ接合であり、融着部の温度管理並び
に圧力管理は機械が行なう。しかし、施工管理にはさまざまなノウ
ハウがあるためシートパイプインパイプ工法に関する工事は、工
法を開発したクボタプラテックが担当した。
　福山市だけでなく、全国の自治体で人口減少や節水技術の進
歩で水の需要は減少傾向にあり、今後もその傾向は続くと考えら
れる。そのため、水道管路のダウンサイジングを目的とした既設
管にポリエチレンパイプを入れるシートパイプインパイプ工法の
需要は増加すると考えられる。
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プ以上が必要です。
■施工延長
　最大施工延長は100mを目安とします。

■保護シートによる長所
・既設管の簡易な清掃でOK。
・引込み時に傷がほとんどつきません。
・摩擦抵抗が小さくなりパイプを引込みやすい。
・スペーサー等と比べて薄いので流量減少を
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・柔軟性に富み既設管に追従します。
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新情報

　全国の下水道管路総延長は約
47万km（平成27年３月末）で、
下水道施設の全資産のうち、管路
系の占める割合は約7割（ポンプ
場を含む）です。このうち、法定耐
用年数（50年）を経過した管路延
長は約1.3万km（約3％）ですが、
1990年代に集中整備された管
路が一斉に更新期を迎え、今後全
国の自治体で更新工事が増加す
ると想定されています。
　そんな中、開削せずに工事がで
きる管路更生工法が、迅速かつ周
辺住民の負担を減らせることから
採用が増加しています。クボタケ
ミックスは口径600以下のEX工
法、口径800～3000のダンビ
ー工法の２工法で管路更生を推
進しています。
　ダンビー工法は、硬質ポリ塩化ビニル製のストリップ（帯板
状部材）を既設管きょの内面にスパイラル状に巻き立てます。
そしてストリップの間をSFジョイナー（かん合部材）でかん合
することで管体（ストリップ管）を形成します。最後に既設管と
の空隙に充てん材を注入することで既設管と一体化した複合
管を完成させます。
　SFジョイナーにはポリエチレン製のフレキシブル部を有し、
地震等で地中に変位が生じた時、変位分を吸収することができ
ます。新潟県中越沖地震や熊本地震等の震度の大きい震災で
その耐震性が実証されました。
　適応断面としては、円形はもちろん矩形きょ、馬蹄きょなどに
対応できます。さらに今回、新たにS形とL形の曲線用ストリッ
プが追加されました。これらのストリップには、SFジョイナーと

同様ポリエチレン製のフレキシブル部があり、曲がりや屈曲に
対応できるうえ、地盤変動に追従するよう設計されています。

曲管への適用範囲が拡大した管路更生工法曲管への適用範囲が拡大した管路更生工法
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注1…ストリップは、コネクターを使って順次接続します。　注2…状況に応じ、人力製管することも可能です。

スペーサー
ストリップフィーダー

ジョイナー ストリップ

製管機

ダンビー工法

構  造  図

施工のイメージ

使  用  材  料

対応断面形状

施 工 条 件 曲線部での施工状況（呼び径1500）

矩形きょの施工事例 馬蹄形きょの施工事例曲管の施工事例
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に変更する。

■スペーサー（鋼製）

■充てん材（二液混合タイプ）
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内水圧0.3MPa、外水圧0.1MPa
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「KC製品マイスター」資格制度とは
　近年、新しい樹脂管や施工方法の開発が進み、様々な分野で採
用が増えています。それに伴い、樹脂管の取扱いや施工方法に関
する問い合わせも増加し、配管材を扱う販売会社には、これまで
以上に幅広い商品知識が求められています。
　クボタケミックスでは、セールスパートナーの従業員の方々に
樹脂管を用いた配管工事に関する知識を深めていただき、施工
業者に対して製品の取り扱いや施工方法を正しく説明し、様々な
アドバイスができる人材を育成するために「KC製品マイスター」
資格制度を創設しました。
　クボタケミックスが講習会と実地演習を主催し、セールスパー
トナーの従業員の方々に正しい配管知識を身につけていただき、
配管指導ができるレベルに達した方へ「マイスター資格証」を発
行いたします。マイスター資格者は、クボタケミックスの技術員に
準じた立場で配管指導等を実施していただけます。
　第一回目の題材として、水道配水管の主力管種に成長した「水道
配水用ポリエチレン管」のマイスター資格講習会を実施しました。

初めての資格取得講習会を開催
　平成30年5月15日から2日間の日程で「マイスター資格
取得講習会」が尼崎市
のクボタ総合研修セン
ターで行われ、全国の
セールスパートナーか
ら18名が参加しました。
　講習会の冒頭挨拶に
立った営業企画部の峯
田部長から、「全国で採
用が増加するポリエチ
レンパイプの、より高度
な知識やノウハウを学び、配管講習会などを通してお客様からの
信頼を得ることで、自社の販売力向上に結びつけて欲しい」と講
習会の目的について説明が行われました。

　マイスター資格者が実際に配管学校でどのような指導を行う
のか、パワーポイントでの説明に加え、工具を使った講習が行われ
ました。受講者の方は、講習内容の確認試験後、夕食を摂り翌日の
実技試験の予習を夜遅くまで熱心に行っていました。
　2日目は、各受講者による実技実演（施工方法の説明の仕方を
確認する試験）45分、座学実演（パワーポイントを使った説明の
仕方を確認する試験）45分が行われ、参加者は身に付けた知識
を存分に発揮、披露していました。

講習内容

参加者の感想
株式会社丸金商会
第二販売部　特販課課長　三浦 智之様
これまで配管学校などでポリエチレン管に関することは一通り勉強してきま
したが、今回の研修はそれとは比較できないレベルの高いものでした。今後
は教える立場になりますので、この研修を通して各施工手順や注意事項に
関して間違いなく説明できる知識を身につけていこうと思います。すぐに指
導者になるのは難しいですが、どんどん経験を積んでいきたいと思います。

株式会社アリマコーポレーション
営業本部　営業２部課長　岡村 仁隆様
これまで数多くの施工現場に立ち会ってきたので、各ポイントについては
理解しているつもりでしたが、この研修でさらに多くの注意事項があるこ
とが分りました。また、今まで自分で施工をしたことがなかったので、その
難しさを知るとともに説明することの難しさを知りました。今後は社内で
の知識や技術の伝達リーダーとなり、ポリエチレンパイプの拡販に努めて
いきたいです。

新栄クリエイト株式会社
機材部次長　佐々木 雅一様
ポリエチレンパイプは耐震管としてかなり普及していますが、施工方法を含
めたより高い商品知識を身につけて、他社との差別化を図るために参加
しました。一般的には漏水等の施工不良は少ない管路であると思います
が、今回の研修でいろんな不具合事例を知ることができたので、それらの
原因や対策を施工業者に伝達することで信頼を得ていきたいです。

樹脂管の特徴、施工指導時の基礎知識（接合不良にならない
ための注意事項の紹介）、クボタケミックス製品の長所の説明

設計、施工、維持管理でよく聞かれる質問について解説
（使用圧力・温度、露出配管、曲げ配管の許容範囲など）

EF接合時におけるトラブル事例について説明。また、施工
のやり方に起因する事故事例やその対策について解説。

配管学校で説明する実技内容（EF［電気融着］接合を行なう
際の専用工具、現場準備品の説明、各接合工程での説明の
仕方をVTRを交えて解説）

座学講習

実技講習

FAQ
（よくある質問）

トラブル事例と
対策

講 習 名 内  　 　 容

講習会での技術指導

製品説明・施工指導

クボタケミックス技術員

KC製品マイスター
（セールスパートナーの従業員）

施 工 業 者

「KC製品マイスター」資格制度のイメージ

パワーポイントを使っての講習 施工指導のデモンストレーション

峯田営業企画部部長の開会あいさつ

「KC製品マイスター」資格制度が始まります
ケーブル保護管

低コストタイプ電力管（ECVP管）

新  提  案新  提  案か  ら  のか  ら  のK CK C

管路のコンパクト化＆低コストで無電柱化推進に貢献します。
無電柱化推進の課題を解決
歩道幅員が狭い道路の無電柱化を進めるために
は管路のコンパクト化が求められます。また、管路
設置にかかるコスト（材料費や施工費）を低く抑え
ることが課題となっています。
クボタケミックスは、管路形態を地域の需要や
設置場所の状況に合せてコンパクト化を図り、
また、電力管に新スペックとなる低コストタイプを
ご提案します。

現行の「耐衝撃性塩化ビニル管（オレンジ色）」の
材料変更でコストダウン
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低コストタイプ電力管（ECVP管）
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断面積
0.376m2
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一管一条方式（電力） 共用FA方式（通信）
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製品説明・施工指導

クボタケミックス技術員
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施 工 業 者
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峯田営業企画部部長の開会あいさつ

「KC製品マイスター」資格制度が始まります
ケーブル保護管

低コストタイプ電力管（ECVP管）
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また、電力管に新スペックとなる低コストタイプを
ご提案します。
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5m
1m

R

×
φ100

φ125

φ130

φ100

φ125

φ130

5ｍR

10ｍR

曲   菅直   菅

低コストタイプ電力管（ECVP管）

KCニュースKCニュース

断面積
0.376m2

現行主流の管路形態　例：国道・幹線道路  等
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通信管路をコンパクト化し電力管に低コストタイプを導入
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約15％ダウン
低コストタイプ電力管（ＥＣＶＰ管）

※材料費は、現行主流の管路形態を、100ｍ（直線部70％、曲線部30％の比率で）敷設した場合を100とした時の比較。当社試算による。

ECVP100

約35％ダウン※
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「2017高松水道展」に出展「INCHEM TOKYO 2017 プラントショー」に出展

K C  N E W S

　秋恒例の水道展が高松市で行われ、クボタ
ケミックスはクボタグループ各社とともに共
同出展を行いました。クボタグループは、「生
産性向上」「耐震化」「老朽化対策」の３つの課
題を設定し、各グループ会社が課題を解決す
る最新技術の展示を行いました。
　クボタケミックスは「給水管路の耐震化」を
課題とし、水道用ポリエチレン二層管（3種）と水道用ポリエ
チレン二層管（1種）を中心に展示を行いました。3種は「JIS 
K 6762」規格品であると同時に、素材グレードは水道配水用
ポリエチレンパイプと同じ HDPE/PE100を使用。管と継手

が一体構造となるEF接合により、軟弱地盤や地震時の地盤
変動に追従する耐震性の高い管路を構築できます。また、
φ40はダウンサイジングによる配水管に使用できるよう、
サドルや補修継手（前澤給装工業（株）製）も展示しました。

　アジア最大級・日本唯一の化学プロセス産業用プラント
の展示会であるプラントショーが開催され、クボタケミックス
はプラントのさまざまな用途で採用が期待される管材を多
数紹介しました。
　中でも充実した展示となったのが、圧力用高密度ポリエチ
レンパイプ。SDR（基準外径／最小厚さ）は、11、17に13.6、
21が新たに加わりました。ブースには呼び径100から最大
呼び径700のEFソケットを展示し、使用範囲が広い管種で
あることを印象づけました。また今回、海水管、排水管、工業
用水管などの用途に加えて、エア配管にも適用を範囲を広
げるため、呼び径50以下の直管や継手の品揃えを拡充しま
した。
　消火用ポリエチレンパイプは、近年、石油コンビナートの
埋設消火配管にも使用できるようになり、PE挿し口付異種
管継手の75×65を新製品として紹介しました。
　今回、初展示となったポリプロピレンパイプ（ジョージフィ
ッシャー（株）製）は、耐食性に優れ、プラスチックの中でも最
軽量、使用温度が0～80℃と幅広いことから、酸・アルカリ・

溶剤系配管、廃水配管に使用できます。
　二重管・継手（日本プラスチック工業（株）製）は、透明の保
護管と内部の塩ビ管の二重構造で、液漏れの防止と早期発
見に貢献します。
　また参考出展として陳列されたのが、多層ポリエチレンパ
イプ。内部の管路は、使用する流体に応じて自由に選択して、
外層はポリエチレンパイプで耐油性、耐摩耗性を向上させる
マルチ用途パイプとして紹介しました。

会期：2017年11月20日～22日　
会場：東京ビッグサイト

会期：2017年10月26日～27日　
会場：サンポート高松シンボルタワー北側広場

圧力用高密度ポリエチレンパイプ（エア配管用）

夏から秋にかけてのクボタケミックスが出展する展示会のお知らせです。
是非、ご来場いただきますようお願いいたします。

第１回プラントエンジ・設備機器展
開催期間：2018年7月18日（水）～ 20日（金）の3日間 10：00 ～ 17：00
会　　場：東京ビッグサイト東ホール

第４回無電柱化推進展
開催期間：2018年7月18日（水）～ 20日（金）の3日間 10：00 ～ 17：00
会　　場：東京ビッグサイト東ホール

下水道展’18北九州
開催期間：2018年7月24日（火）～ 27日（金）４日間10：00 ～ 17：00 （但し初日10：30 ～、最終日16：00まで） 
会　　場：西日本総合展示場（福岡県北九州市）

第32回管工機材・設備総合展（名古屋）
開催期間：2018年10月4日（木）～ 6日（土）の３日間10：00 ～ 18：00 （但し初日17：00まで、最終日16：00まで） 
会　　場：名古屋市吹上ホール

第50回管工機材・設備総合展（東京）
開催期間：2018年10月24日（水）～ 26日（金）の３日間 9：30 ～ 17：00 （但し初日10：00 ～） 
会　　場：東京都立産業貿易センター・台東館

福岡水道展
開催期間：2018年10月24日(水) ～ 26日(金）の３日間9：00 ～ 17：00 （但し初日9：30 ～、最終日14：00まで） 
会　　場：マリンメッセ福岡

クボタケミックスのブース

圧力用高密度ポリエチレンパイプ、★印は小型化されたEFコントローラ（西尾レントオール（株）製） 圧力用高密度ポリエチレンパイプEFソケット
φ100、300、700

消火用ポリエチレンパイプ ポリプロピレンパイプ（ジョージフィッシャー（株）製）

二重管・継手（日本プラスチック工業（株）製）

多層ポリエチレンパイプ（参考出展）

クボタグループのブース　　　 クボタケミックスの展示コーナー

水道用ポリエチレン二層管の１種と３種の配管例 補修継手と鋳鉄サドル（前澤給装工業(株)製）

φ700

φ100

φ300

展示会の出展予定のお知らせ

KCニュースKCニュース
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するパフォーマンスは、現役の海女が活躍する伊勢志摩らしい。
　もう一つの目玉は、マンボウ館。巨大な水槽に、全長1mを越え
るマンボウがゆったり泳ぎ、なぜかイセゴイと呼ばれる小型の魚が
いっしょに泳いでいるのが面白い。とにかく珍しい魚が多いので、
子どもより大人が楽しめる水族館である。

世界に日本の魅力を発信した首脳会議の舞台
2016年５月、日本で北海道洞爺湖以来8年ぶりとなる先進国首脳会議が三重県伊勢志摩で開催された。
会議の舞台となった志摩市は、変化に富んだリアス式海岸が広がり、豊かな水資源を活かした産業が
盛んでレジャー施設も多い。今回は世界の首脳を魅了した志摩市の観光スポットを周った。

英
あ

虞
ご

湾
わん

を一望する横山展望台
　別名真珠湾と呼ばれる英虞湾は、隆起海食台地が沈降した典
型的なリアス式海岸。その複雑な海岸線と数多くの小島からなる
英虞湾の風景が一望できるといわれる「横山展望台」に向かった。
　展望台の入り口になっているのが「横山ビジターセンター」。伊
勢志摩国立公園の魅力を伝える展示や資料があるので、まずは
ここで情報を収集したい。横山ビジターセンターの上に駐車場があ
り、現在駐車場への遊歩道の整備工事が行われているが、7月
末までに完了する予定だ。
　駐車場からは展望台へは、バリアフリーのスロープと石段があり、
風景を見ながらゆっくり上がるならスロープがお勧め。展望台は舞
台のような木製デッキ広がり、訪れた人は階段に腰を落として雄大
な眺めを楽しんでいる。このデッキの上に現在「天空カフェテラス」な
る建物が建設中で、さらなる絶景が望めそうで、完成が待ち遠しい。
横山ビジターセンター
三重県志摩市阿児町鵜方875-24　TEL 0599-44-0567

真珠養殖のふるさと英虞湾
　御

み
木
き

本
もと

幸
こう

吉
きち

が日本で最初に真円真珠の養殖に成功したの
が、英虞湾の多徳島。英虞湾は台風などの被害を受けにくく、ま
た緑の多いリアス式海岸は貝の餌となる「植物性プランクトン」が
豊富であることもあり、格好の養殖場となっている。
　新緑がまぶしくなる５月からは、真珠養殖の中でも最も重要な

「核入れ」作業が始まるということで、真珠工房「真珠の里」にお
邪魔した。作業の紹介をいただいたのは、真珠養殖の３代目、山
本珠未さんとご主人の山本長久さん。
　長久さんに核入れ作業を見せていただいた。2年もののアコヤ
貝の生殖巣に、別の貝から取った外套膜の一片と真珠核を入れ
ていく。真珠核はアメリカ産のドブ貝を丸く削ったもので、常時５種
類の大きさの物を用意し、生殖巣の大きさを瞬時に判断して挿入
していく。このように核入れされたアコヤ貝は、再び海で１年半育
てられ、核の周りに真珠層を形成する。しかし、丸くて傷のない真
珠は100個のうち５個ぐらいしかないという。
　同工房では、真珠の取出しから取出した真珠を使ったアクセサ

リー作りもできる。珠未さんに真珠のネックレスを作っていただい
た。まず、工房すぐ下の海からアコヤ貝のネットを引上げ、自分の
好きな貝を選ぶ。アコヤ貝を開いて真珠があるのか楽しみで、出
てくるとじわっと感動する。出てきた真珠を塩やクロスできれいに
みがくと、ピカピカのアコヤ本真珠のできあがり。最後にネックレス
の金具を選んで加工していただいた。

美しい英虞湾を優雅に回る遊覧船
　首脳会議が行われた賢島は、英虞湾最大の島である。近鉄電
車が乗り入れ、賢島駅の周辺には観光施設が充実している。そ
の一つが、「賢島エスパーニャクルーズ」。３本マストの帆船タイプ
でスペイン時代のカラック船をモチーフにした遊覧船である。　
　１階には広い客室（全て自由席）があり、２階前方には有料

（300円プラスの）VIP室もあるが、天気の日には２階デッキがい
い。座れるスペースが限られているので、早めに乗船の列に並ぶ
ことをお勧めする。
　船は賢島の船着き場を離れ、真珠養殖が日本で最初に行わ
れた多徳島を見ながら、真珠養殖のブイの間を通り抜けていく。
英虞湾には60もの小島があり、複雑な湾内を実感できる。大崎半

島の先端では養殖真珠の生みの親、御木本幸吉が皇族を招い
た「朝

あさ
熊
ま

閣
かく

」と彼の生家であった「真
しん

寿
じゅ

閣
かく

」を見ることができる。
　船は志摩市の一番南に広がる先志摩半島の手前でUターンし
て船着き場に戻るが、途中10分間、真珠養殖の工場に立ち寄っ
た。ここでは真珠の核入れ作業の実演とさまざまな真珠装飾品を
見ることができる。最後に首脳会議の会場になった「志摩観光ホ
テル ザ ベイスイート」を見ながらトータル50分の船の旅が終了した。
英虞湾は内海のため、波が穏やかで本当にリラックスしたクルーズ
が楽しめた。
賢島エスパーニャクルーズ
賢島営業所（賢島港のりば）　TEL 0599-43-1023

横山展望台から英虞湾を望む

真珠工房「真珠の里」
三重県志摩市志摩町越賀1125－88
TEL 0599-85-0515
※真珠取出し体験・アクセサリー作り体験は要予約

三重県・志摩市
にっぽん探訪 

核入れ作業

ネックレス作りネックレス作り

真珠を細いドリルで加工。

出港する賢島エスパーニャクルーズ 湾内には多くの真珠養殖のブイが浮かぶ

LEDに照らされるミズクラゲ

大量の回遊魚の中で餌付けする海女さん

志摩マリンランドの看板フィッシュ「マンボウ」
大人から子どもまで夢中になる
ドクターフィッシュ

ミキモト真珠養殖場と朝熊閣、真寿閣

ネックレスの金具に
接着して完成。

山本珠未さんと山本長久のお二人

マンボウが泳ぐ水族館
　近鉄賢島駅に隣接して、賢島観光で欠かせないのが「志摩マ
リンランド」。比較的小さな水族館であるが、見どころが多く、ゆっくり
回れる水族館として評判が高い。入口の門をくぐるとすぐに沢山
のフンボルトペンギンが出迎えてくれ、子どもたちは大喜びである。
　水族館内部は、比較的大きな水槽に各テーマごとに魚が展示さ
れているので非常にわかりやすい。とくに興味がそそられるのは、ク
ラゲのコーナー。白、水色、青とカラフルで動きの速いカラージェリー、
西日本の海でよく見られるアカクラゲ、日本近海に生息するミズクラ
ゲなどLEDに照らされたクラゲの動きは見飽きることがない。
　海の生き物に直接触れるコーナーも人気が高い。中でも「ドクタ

ーフィッシュ」は、水槽に手を
浸けると見る見るうちに魚が
手の周りに集まってきて、角
質層を食べてくれる。子ども
だけでなく大人まで夢中にな
っていた。
　この水族館の大きな目玉
の一つが、大回遊水槽。ブ
リ、サメ、タイなど50種類もの
回遊魚がぐるぐる高速で泳ぐ
様子は圧巻である。そんな水
槽の中を海女さんが餌付け
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真珠工房「真珠の里」

志摩マリンランド

横山展望台

英虞湾

近鉄賢島駅

賢島港のりば

先志摩半島

大崎半島

近
鉄
志
摩
線

志摩観光マップ志摩観光マップ

志摩マリンランド
〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明723-1　TEL 0599-43-1225 

入口正面のペンギンコーナー

アメリカ産のドブ貝を真円に削った真珠核
とアコヤ貝から切り取った外套膜の切片。

海からアコヤ貝の網の引上げ。
２個づつきれいに固定されて
いる。

アコヤ貝を割って、腸から
真珠の取り出し。入ってい
ないこともある。

アコヤ貝を固定し、生殖巣に外套膜の
切片と真珠核を挿入していく。

真珠核

真珠核

外套膜
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するパフォーマンスは、現役の海女が活躍する伊勢志摩らしい。
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盛んでレジャー施設も多い。今回は世界の首脳を魅了した志摩市の観光スポットを周った。

英
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虞
ご

湾
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パルちゃんのレッツトライクッキング！ミズエおばあちゃんの知恵袋

新製品のご案内新製品のご案内 新製品のご案内新製品のご案内

ヨーグルト

き
ゃ
ー
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

そ
れ
は
何
？

サプリ

「 日焼けのあとのケア」

楽しかったわね
プール

それにしても
暑いねっ

あら、ちょっと
日焼けで赤くなってるよ。
ちゃんとケア
しないとダメだよ。

ヒリ
ヒリする

まずはすぐに
冷やすことが大切だよ

・水
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る

・保
冷
ジ
ェ
ル
を
当
て
る

・冷
や
し
た
濡
れ
タ
オ
ル
を
当
て
る

シャ
ー

ピチャ

ゴク

ゴク

ピチャ

それから保水ね‼
とりあえず、ママの保湿化粧水を使っちゃおう。
多めの量を、手でぎゅっと押しながら
たっぷりなじませていくことが
ポイント。

そして水分補給‼
肌だけじゃなく体内も
水分が不足しているので、
水やスポーツドリンクで
水分補給が大切。

なるほど

ママはサプリを用意しなよ。
肌の生まれ変わりと
壊れた細胞の修復のためにね。
摂りたい栄養素は、
ビタミン類（A、B、C、E）。

へ
ー

日焼けしたときは充分睡眠を
取らないとダメだよ。
日焼けは、肌だけではなく
体全体に負担をかけるから
たっぷり寝るようにね。

ヨーグルトパックだよ。
「塗ってよし、
食べて美味しい、
ヨーグルト」

ふわふわで食べごたえのある

そうめんオムレツ

余った「そうめん」を使って
ふわふわオムレツを作る！

２
〜
３

みなさんこんちわ、今年も暑い夏がやってきまし
た。夏になれば食べたくなるのはそうめんですよ
ね。冷えたそうめんをつゆでいただくのはたまり
ません。でも、今回はちょっと食べ方を変えてオ
ムレツにしてみます。予想以上にふわふわして、
ボリュームたっぷりのオムレツになります。

①ボウルに卵を割り入
れ、塩、こしょうをし
て溶きほぐし、粉チー
ズを加えて混ぜます。

③なすとパプリカは７～８mm角に切ります。
ベーコンは１ cm に切
ります。もやしは水で
洗い、水を切ります。

②そうめんはかためにゆ
でて、水で洗い、水を
切ります。

フライパンにバターを熱し、手順３の具材
を入れて半熟になるまで中火で手早く混ぜ、
焼き色がついたら裏返してもう片面を焼き
ます。

切り分けてお皿に盛りつけ、
ケチャップをかければ、

フライパンにオリーブ油を熱し、手順１-③
の具材を入れて塩、こしょうをし、中火で
炒めて水分を飛ばします。

手順１-①の卵に手順２の具材を加えて混ぜ、
ゆでたそうめんを加えます。

そうめんには下味がつ

いていないので、卵や

炒めた具材にしっかり

塩とこしょうで味をつ

けてください。

そうめん（１束）、卵（５個）、
パプリカ赤（１／２個）、
なすび小（１個）、ベーコン（２枚）、
もやし（ １／２袋）、粉チーズ（20g）、
バター（20g）、塩、こしょう、
オリーブオイル、ケチャップ（各適量）

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル

❶挿入機いらずの簡単施工（SUSバンド締付けでOK）
❷施工時間の短縮
❸管軸ずれ（２°以下）による曲げ接合に対応
❹面取り作業を削減

面取り不要

抜け防止不要

挿入機を使わなくても
スムーズに挿入できる。

挿入機を使用せず、SUSバンドを締付けて接合完了。

50分以上※の時間短縮ができる

ボディ管の調整管の製作1

スライド管と調整管の接合2

スライド管の最終接合3

短縮時間
22分
短縮時間
8分

短縮時間
13分

短縮時間
10分

架橋　　　　　 管・             管『　　　　　　  』
巻き癖が少ないので、取り回しよく施工しやすい

裸管タイプ裸管タイプまっすぐ
引ける 被覆タイプ被覆タイプ

呼び径：13、16、20
※保護材の厚さは5mm、
　10mmの２種類
※写真は架橋ポリエチレン管

❶取り回しが良く、
施工しやすくな
ります。

❷リフォームなど
の狭所や貫通
部の配管がしや
すくなります。

巻き癖が
少ないので、

呼び径：13、16、20
※写真は架橋ポリエチレン管

ストレートタイプ
たわみ小

巻き癖巻き癖

従来品
たわみ大

※写真は架橋ポリエチレン管の例
※施工状況により変動します。

特  長

特  長

かんたん　　　 管
電線共同溝向け管路材
SUSバンド固定式スライド管

ボディ管の接合を簡略化し、
接合時間を大幅短縮！

【SUSバンド固定式スライド管】の施工イメージ
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お客さまよりお預かりした個人情報は、本誌の送付先管理や各種照会に対する回答、クイズ当選景品の発送等
の他、キャンペーンや新製品情報等を書面やメールマガジンにてお送りするのに利用させていただきます。また、
商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形にして利用させていただきます。
なお、当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾なく第三者に提供
することはいたしません。（法令等により開示を求められた場合を除く。）また、個人データの安全管理が図られ
るよう、当社従業員、委託先等に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、印刷や送付等で個人データを第三
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●編集後記●

返信ハガキには、お送りしました封筒の宛名に記載されている整理No.をお書きください。お願い

個人情報保護について

プレゼントプレゼント

どんどんおハガキ            お待ちしております！ 読者クイズ

179

本誌およびクボタケミックス製品に対するご意見、ご要望、イラス
ト、その他どんなことでも結構です。どしどしお寄せください。

正解者のなかから抽選
で40名様に記念品をプ
レゼント！

解 答 欄
（アルファベット記入）

パル

（PALに掲載させていただいた方には、記念品を進呈いたします）

その昔、天照大御神が、弟のスサノオノミコトの
乱暴な行いに怒って、「天の岩戸」に身を隠した
という伝説があります。 そんな伝説が残る「天の
岩戸」（三重県志摩市）に立ち寄ってみました。
無人の神社の奥に洞穴（天の岩戸）があり、そ
の近くから水が湧き出ていました。環境庁から

「名水百選」の指定を受けています。一帯は木に
覆われ、なかなか神秘的な雰囲気があります。

※1つの区切りに2つ以上の違いはなく、印刷の汚れ
も数えません。

右の2枚のイラスト、よ～く見れば少し
違う。上段と下段のイラストを見くらべて、
5つの違いを発見してください。解答は、
添付の解答用ハガキのマス目にアルファ
ベットを記入してお送りください。

違いは
どこにある？

まちがい探し
クイズ

お 便 り コ ー ナ ー 読 者 プ レ ゼ ント 付 ク イ ズ

第178号の正解
答：A,C,D,G, I
多数のご応募ありがとうございました。
正解者多数のため、抽選により記念品をお届けしました。

京都府・株式会社萩原測量設計事務所
萩原　節子さまの作品

香川県高松市役所建築課
石川　公一さまの作品

愛知県・株式会社大成設備工業
斉藤　優子さまの作品

※PAL編集部にお寄せいただいたハガキの文面や
イラスト、写真などは、作者の同意なく、本誌およ
びクボタケミックスホームページに掲載させていただ
くことがあります。また、ハガキはお返し致しませんの
で、予めご了承願います。

ご注意：イラスト・写真は、マンガのキャラクターや自治体のマス
コットなど著作権を侵害する恐れのあるものは掲載できま
せんのでご了承ください。
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正解者の中から抽選で35名様に
記念品を進呈します。
解答のハガキのお名前は、楷書で
はっきりとお書きください。

PAL
お便り 　　

　
　

コーナー

お 便 り
コ ー ナ ー

抽選で
35名様に
プレゼント

抽選で
35名様に
プレゼント

シェル・レーヌ
プレーン 
シェル・レーヌ
プレーン 15個入り15個入り

洋菓子洋菓子

石川県・津幡町役場農林振興課
川村　晃正さま

ジビエの焼肉パーティー
11月15日から狩猟期に入ります。クマ・シ

カ・イノシシの肉で焼肉パーティーが楽しみ

です。最近、ジビエ料理のレシピがたくさん出

ています。ジビエのお店もたくさんあります。

みんなでジビエ料理を楽しみましょう。

■石川県では県産の鹿や猪の肉をピーアー

ルする里山ブランド「いしかわジビエ」があるみ

たいですね。ジビエといえば定番のぼたん鍋し

か浮かばないですが、石川県内では、ジビエを

食材に使うレストランが多数あるみたいで食

べてみたいです。

鹿児島県・株式会社芝建設
吉田　ヒサさま

戸建て住宅用製品を参考にして
製品案内で紹介されていた一戸建て住宅

の排水管維持管理製品は参考になります。

また、貯水機能付防災ヘッダーは、断水時に

備えてこれから必要になると思います。住宅

建設の予定がありますので、これらの製品が

とても参考になりました。パルちゃんのレッツト

ライクッキングは、毎回手軽に作れるので参

考にしています。継続の掲載をお願いします。

■基礎貫通部の排水管を更新可能にする

「KC貫通パック」や、ますで合流させて基礎

貫通部を減らす「 KCユカマスS」は長期に

渡って使用される住宅にはうってつけの配

管材です。また、貯水機能付防災ヘッダー

「貯めてるゾー」は、天井設置、床下設置用

とバリエーションが豊富です。

大阪府・富田林市役所上下水道部水道工務課
鶴谷　法生さま

定年を前にして新たに決意
あと４ヶ月で定年になります。水道事業の現

職場では通算８年間でしたが、下水道およ

び水路関係で26年と通算水関係では34

年間勤めさせていただきました。４月からは再

任用で働きたいと思っていますが、思えば長

かったような短いような期間でした。あと少し

全うできるようにガンバリます。

■最近、定年のお便りをよくいただきます。

一生懸命、仕事をされていますと時の経つ

のは本当に早いですね。でも、人生はまだま

だ続きますし、再任用後もお元気でお過ごし

ください。お疲れさまでした。

秋田県・株式会社佐藤総合設備工務部
井上　秀喜さま

PALの製品紹介で情報収集
PALの製品紹介は、特長や施工方法が詳し

く載っていていつも勉強させられます。新製品

もいつもPALを見て知ったりしています。今回

知った耐火ビニルパイプも機会があれば次の

現場で使ってみたいと思いました。

■毎回、できるだけ多くの新製品をより詳しく

掲載するよう努力していますが、紙面の関係

上、抜粋した内容になっております。詳しい

情報に関しましては、弊社ホームページ等ご

参照いただきますようお願いします。

青森県弘前市
中村　功さま

災害用トイレの活用に感心
「災害用トイレ配管システム」に感心しました。

大曲の花火大会等たくさんの人出のため

トイレは長蛇の列で時間がかかり大変です。

それが一番のマイナスで行きたいが、行かず

にいる現状です。この記事を見て「これはい

い！！」と思いました。災害はいつ起こるとも判

りませんので普及すれば良いと思います。

PALは新しい情報満載でとても楽しみにし

ています。

■災害用トイレを設置される自治体様は少し

ずつ増えてきました。しかしながら、実際に活

用されている自治体様はそれほど多くありま

せん。いざというときに使用できるよう日頃か

ら活用されることをお勧めします。

北海道・松前町水道課
熊谷　芳昭さま

コバルトブルーの神秘の池
毎回、にっぽん探訪を楽しみにしています。

にっぽん探訪で行ってほしい所は、北海道

清里町の「神の子池」です。季節によって青

色の種類を変える小さな池です。透き通った

コバルトブルーの水がとても神秘的です。

■清里町は、知床半島の付け根あたりある

町ですね。神の子池をインターネットで確認し

ますと本当にコバルトブルーです。摩周湖か

らの伏流水が一日12,000tというのもすご

い水量です。ベストシーズンはやっぱり夏で

しょうか。

本誌同封のハガキにクイズの解答といっしょに
いろんなお便りをお待ちしております。

・クボタケミックスの製品について
・工事で困っていること・本誌の感想
・にっぽん探訪で行って欲しい所
・イラストや写真・皆さまの近況等々

書いて送ってネ！書いて送ってネ！
写真

イラスト

株式会社ブランカ製

味の決め手であるバターと、地元の農場で
生産された鶏卵と三重県産の小麦粉、「アヤ
ヒカリ」を使用した焼き菓子です。
※消費期限内にお召し上がりください。

日本ギフト大賞
2017
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はっきりとお書きください。

PAL
お便り 　　

　
　

コーナー

お 便 り
コ ー ナ ー

抽選で
35名様に
プレゼント

抽選で
35名様に
プレゼント

シェル・レーヌ
プレーン 
シェル・レーヌ
プレーン 15個入り15個入り

洋菓子洋菓子

石川県・津幡町役場農林振興課
川村　晃正さま

ジビエの焼肉パーティー
11月15日から狩猟期に入ります。クマ・シ

カ・イノシシの肉で焼肉パーティーが楽しみ

です。最近、ジビエ料理のレシピがたくさん出

ています。ジビエのお店もたくさんあります。

みんなでジビエ料理を楽しみましょう。

■石川県では県産の鹿や猪の肉をピーアー

ルする里山ブランド「いしかわジビエ」があるみ

たいですね。ジビエといえば定番のぼたん鍋し

か浮かばないですが、石川県内では、ジビエを

食材に使うレストランが多数あるみたいで食

べてみたいです。

鹿児島県・株式会社芝建設
吉田　ヒサさま

戸建て住宅用製品を参考にして
製品案内で紹介されていた一戸建て住宅

の排水管維持管理製品は参考になります。

また、貯水機能付防災ヘッダーは、断水時に

備えてこれから必要になると思います。住宅

建設の予定がありますので、これらの製品が

とても参考になりました。パルちゃんのレッツト

ライクッキングは、毎回手軽に作れるので参

考にしています。継続の掲載をお願いします。

■基礎貫通部の排水管を更新可能にする

「KC貫通パック」や、ますで合流させて基礎

貫通部を減らす「 KCユカマスS」は長期に

渡って使用される住宅にはうってつけの配

管材です。また、貯水機能付防災ヘッダー

「貯めてるゾー」は、天井設置、床下設置用

とバリエーションが豊富です。

大阪府・富田林市役所上下水道部水道工務課
鶴谷　法生さま

定年を前にして新たに決意
あと４ヶ月で定年になります。水道事業の現

職場では通算８年間でしたが、下水道およ

び水路関係で26年と通算水関係では34

年間勤めさせていただきました。４月からは再

任用で働きたいと思っていますが、思えば長

かったような短いような期間でした。あと少し

全うできるようにガンバリます。

■最近、定年のお便りをよくいただきます。

一生懸命、仕事をされていますと時の経つ

のは本当に早いですね。でも、人生はまだま

だ続きますし、再任用後もお元気でお過ごし

ください。お疲れさまでした。

秋田県・株式会社佐藤総合設備工務部
井上　秀喜さま

PALの製品紹介で情報収集
PALの製品紹介は、特長や施工方法が詳し

く載っていていつも勉強させられます。新製品

もいつもPALを見て知ったりしています。今回

知った耐火ビニルパイプも機会があれば次の

現場で使ってみたいと思いました。

■毎回、できるだけ多くの新製品をより詳しく

掲載するよう努力していますが、紙面の関係

上、抜粋した内容になっております。詳しい

情報に関しましては、弊社ホームページ等ご

参照いただきますようお願いします。

青森県弘前市
中村　功さま

災害用トイレの活用に感心
「災害用トイレ配管システム」に感心しました。

大曲の花火大会等たくさんの人出のため

トイレは長蛇の列で時間がかかり大変です。

それが一番のマイナスで行きたいが、行かず

にいる現状です。この記事を見て「これはい

い！！」と思いました。災害はいつ起こるとも判

りませんので普及すれば良いと思います。

PALは新しい情報満載でとても楽しみにし

ています。

■災害用トイレを設置される自治体様は少し

ずつ増えてきました。しかしながら、実際に活

用されている自治体様はそれほど多くありま

せん。いざというときに使用できるよう日頃か

ら活用されることをお勧めします。

北海道・松前町水道課
熊谷　芳昭さま

コバルトブルーの神秘の池
毎回、にっぽん探訪を楽しみにしています。

にっぽん探訪で行ってほしい所は、北海道

清里町の「神の子池」です。季節によって青

色の種類を変える小さな池です。透き通った

コバルトブルーの水がとても神秘的です。

■清里町は、知床半島の付け根あたりある

町ですね。神の子池をインターネットで確認し

ますと本当にコバルトブルーです。摩周湖か

らの伏流水が一日12,000tというのもすご

い水量です。ベストシーズンはやっぱり夏で

しょうか。

本誌同封のハガキにクイズの解答といっしょに
いろんなお便りをお待ちしております。

・クボタケミックスの製品について
・工事で困っていること・本誌の感想
・にっぽん探訪で行って欲しい所
・イラストや写真・皆さまの近況等々

書いて送ってネ！書いて送ってネ！
写真

イラスト

株式会社ブランカ製

味の決め手であるバターと、地元の農場で
生産された鶏卵と三重県産の小麦粉、「アヤ
ヒカリ」を使用した焼き菓子です。
※消費期限内にお召し上がりください。

日本ギフト大賞
2017
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パル

世界に日本の魅力を発信した首脳会議の舞台
（三重県・志摩市）

にっぽん探訪

■レジンコンクリート製プレハブ弁室
　（京都府長岡京市）
■圧力用高密度ポリエチレンパイプ
　（神奈川県藤沢市）
■水道配水用ポリエチレンパイプ
　（広島県福山市）

施工現場レポート

特 集
再生可能エネルギーの普及と
電力ケーブル保護管による地中送電

耐火
透明継手DV

耐火ビニルパイプ

壁試験後

床試験後

中間層の樹脂が膨張し、
延焼を防止します。
中間層の樹脂が膨張し、
延焼を防止します。

耐火
ビニルパイプ

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

KC耐火透明継手DVKC耐火
優れた特長を備えた耐火ビニルパイプ・継手で耐火排水管路を実現！

国土交通大臣認定取得  消防性能評定取得

100%

耐火二層管

100%

耐火二層管

100%

耐火二層管

材料費 工事費 合計コスト

79%

耐火
ビニルパイプ

86%

耐火
ビニルパイプ

83%

耐火
ビニルパイプ

●【集合住宅改築の際】
　既設立て管（鋳鉄管、鋼管）のスラブ貫通部の径を
　大きくする必要がない。
●材料費、施工費のトータルでコスト縮減が可能。

※材料費の算出にはメーカー設計積算価格（平成30年度版）を使用した。
耐火ビニルパイプの工事費の算出には、メーカー歩掛りを使用した。　
耐火二層管の工事費の算出には、公共建築工事標準単価積算基準（平成
28年度12版、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課）を使用した。

耐火二層管とのコスト比較

●軽いので扱いやすい。
●耐火二層と比べて切管がしやすく、切りクズが
少ない。

●耐火二層管と比較して管外径が小さいので床下
をコンパクトにできる。

●従来の防火貫通処置材（耐火テープ等）で必要
であった全箇所写真管理が不要。

●継手が透明なため、接着剤塗布状況、挿入量を確認できる。
●金属管（鋳鉄管、鋼管）と異なり、腐食しない。

カラータフダインブルー
接着剤

接着剤の塗り忘れや
挿入不足を防止

KC耐火ビニルパイプ
硬質ポリ塩化ビニル樹脂（膨張黒鉛入り）

KC耐火透明継手DV
硬質ポリ塩化ビニル樹脂（難燃剤入り） 透明

継手
透明
継手

三層
構造
三層
構造

KK29-011
KK29-018

ー

壁
中空壁
片壁

PS060WL-0896
PS060WL-0909
PS060WL-0958

RK29-001
ー
ー

（一財）日本消防設備安全センター
性能評定番号国土交通大臣

認定番号

認定・評定番号

RK29-004
RK30-001

共住区画 令 8 区画

PS060FL-0897 KK29-012

構　造構　造

メリットメリット

床

コスト 縮 減

施 工 性 信 頼 性


