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はじめに 

建築設備配管施工および維持管理段階で、施工者・維持管理者が実務で施工計画を立てたり、実施しよう

としたりするが、困惑する場合が多々ある。それらは、その方法、基準、進め方がまちまちでかつ曖昧であ

ることに起因する。また、いずれも建築設備に即した文献が存在しないため、実施者は試行錯誤を繰返して

はいるものの、各個人のノウハウに取り込まれるのみでなかなか陽のあたる場所には出て来ていない。 

設備配管施工上の信頼性小委員会は、建築設備配管の信頼性の向上に寄与するために、とくに建物の施工

時と運用時（維持保全）における 3つ課題を抽出して研究を進めてきた。 

次に、各研究課題について個々に記す。 

 

1) フラッシングガイドラインの策定 

亜鉛めっき鋼管による密閉系冷温水配管のフラッシングについて、“施工保全情報と空調配管システム

信頼性向上検討小委員会”（主査：飯田 徹、H18.4～H21.3）でまとめた文献調査および施工者へのアン

ケート調査に基づき、その実施方法と完了基準・目安のガイドライン化を試みた。 

完了基準についての曖昧さが拭えないこと、および完了したことの判定基準に科学的・学術的裏付けが

存在しないことが大きな課題でもある。しかしながら、経験の少なさから慎重になるあまり、過剰なフラ

ッシングを行った結果かえって配管設備に支障をきたす事例も見られることから、アンケート結果にて強

く要望されていた完了基準を含めガイドラインを作成することとした。 

 

2) 設備配管用フランジガスケットの選定ガイドラインの策定 

建築設備配管のフランジ用ガスケットは、その用途により様々な形状・材質のものが発売されている。 

かつてはアスベストを含有したガスケットが主流だったが、アスベストによる健康被害が指摘され、現

在はアスベストを含有しない材料によりガスケットが製作されている。さらに、JIS フランジに加え、ステ

ンレス鋼管のつば出し加工による遊動フランジ工法が発展し、鋼管のみならず樹脂ライニング鋼管、樹脂

管等のフランジ接続が出てくるなど、接続工法の多様化に伴いガスケットの種類も多様化してきた。しか

も、これら多様なガスケットは、その形状・材質については（社）日本石油学会規格（JPI）にあるのみで、

JIS には具体的かつ実践的な基準は存在しない。 

しかしながら、使用されるガスケットについて、建築設備の代表的な仕様書（公共建築協会および空気

調和・衛生工学会）には具体的な記述が何もなく、さらに設計図書にも謳われることもないため、建築設

備施工会社は、各社各様のガスケットを現場で選定している実態が浮かび上がった。 

また、ガスケット製造者は、配管の定期清掃のため結果として定期的にガスケットを交換しているプラ

ントの需要に応えるため発展してきた歴史があり、一方、配管の耐用年数まで漏えいしないことが求める

建築設備配管とでは、その維持保全に対する考え方・文化に大きな差異が認められる。 

このような背景の下、本小委員会ではガスケット製造者にも参画を求め、建築設備配管の用途・管種・

圧力・温度等条件に応じた“ガスケット選定ガイドライン”を作成した。 

また、フランジ等周辺情報に加え、ガスケットのトラブル・事故事例をまとめ、選定上・施工上注意点

も盛り込んだ。 

 

3) 設備配管腐食・劣化事例に関する調査方法及び対策マニュアルの策定 

本章では、配管の腐食・劣化事故が起こったときに、誰でもその調査方法と対策に進むことができるマ

ニュアルの策定をした。 

とくに、腐食・劣化による漏水事故が起こり建物所有者・管理者から事故に至った経緯を求められる場

合が多く、施工者は専門調査機関（第三者機関でもある）に委ねる場合が多い。しかし、調査を依頼する

側にと請け負う側の情報量の差異が大きく、結果として無駄な調査に時間を費やすことも多い。また、そ

の結果、調査費用が嵩むことも少なくない。 
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本マニュアルでは、このような調査は本来ステップ・バイ・ステップで進められるべきものであるとい

う認識を基に、腐食・劣化に対する知識がそれほどなくても、典型的な腐食・劣化事例をビジュアルに示

すことにより、類似したものを探すことさえが出来ればある程度現象を理解しつつ、最終的に調査会社に

調査内容に対する適切な指示を出せるような、“誰にでも使えるビジュアルな対策マニュアル”を目指し

た。 

本マニュアルは、平成 13年度に発足した“設備機器・配管耐久性・腐食対策小委員会”（主査：松島俊

久、～H16.3）で実施した腐食事例調査、“配管の長寿命化と設備機器の信頼性の検討小委員会”（主査：

松島俊久、H16.4～H18.3）及び“施工保全情報と空調配管システム信頼性向上検討小委員会”（前出）で

作成した『腐食に関するＱ＆Ａ』の系譜を受け継ぐ終着点をめざしたものである。 

 

 

平成 24 年 3月吉日 

施工・保全委員会 

設備配管施工上の信頼性小委員会 

主査  飯田 徹 


