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配管材料

国交省の標準仕様書の中で給水管として使用できる配管は、20種
類以上が挙げられている。他に新しい管材（主に樹脂系の配管）を含
め、建築の用途、規模、配管される場所（天井内、露出、埋設、寒冷地）、
コスト等を勘案して、その建築に適した管種を選定していく必要が
ある。
　給水管材に求められているのは、第一に安全性である。住宅等
の細い配管には、昔は加工性のよい鉛管を使用していた。しかし、
有毒な鉛が溶出するという理由から今は使用されていない（今でも
古い建物では残っている）。給水には鋼管を腐食させる酸素が含まれ
ており、腐食に弱い白ガス管（SGP）も使用されなくなった［写真1-a］。
現在、多く使用されている管材は、鋼管では塩化ビニールライニン
グ鋼管（VLP）、樹脂管では硬質塩化ビニール管（VP）が代表的であ
る［表1］。他にステンレス管（SUS）、銅管（CU）があるが、あまり使用
されていない。
　ビニールライニング鋼管にはVA（黒ガス管内面にビニール被覆し

た配管）、VB（白ガス管内面に被覆）、VD（内外面被覆 ,埋設に使用）が
ある［写真1-b］。一般的にはVBを使用するが、上水と雑用水の配管
がある場合、クロスコネクション防止としてVAが使用されることが
ある。
　鋼管はコスト、施工性等でビニール管に劣るが、内部圧力、衝撃、
外圧に強く、耐火性能に優れていることから、高い圧力が必要な大
きな建物で使用されることが多い。
　給水に使用されるビニール管には、水道用ビニール管（VP グ

レー）［写真1-c］と耐衝撃性ビニール管（HIVP 濃紺）［写真1-d］がある。
コストはHIの方が多少高いが、施工性や安全性が高く、多く用い
られるようになってきている。VPは手で曲げられないが、HIは曲が
る。耐衝撃性とは弾力性があるということで、車路のような重量物

が乗る場所の埋設管には最適である。
　ビニール管はコストが安い、施工性に優れている（軽い、ネジ切り
が必要ない、切断が容易）、腐食に強い等の優れた特徴を持っている
が、安っぽいというイメージがあり、使用されないことがある。住宅
等の小規模建築ではビニール管で充分である。
　ビニール管の施工については、下記について注意が必要である。
・配管がたわんでしまう可能性があるので支持間隔は1m、と国交
省標準仕様書にある。
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写真1　主な給水配管材

b.塩化ビニールライニング鋼管
（VLP）。左からVA、VB、VD

a.白ガス管 c.水道用ビニール管（VP グレー）

d.耐衝撃性ビニール管（HIVP 濃紺）

表1　現在多く使用されている管材と用途

種類 用途

塩化ビニール
ライニング鋼管（VLP）

VA（黒ガス管内面に
ビニール被覆した配管） 高い圧力が必要な

大きな建物で
使用されるVB（白ガス管内面に被覆）

VD（内外面被覆）

硬質塩化ビニール管
（VP）

水道用ビニール管
（VP グレー） 住宅等の小規模建築

耐衝撃性ビニール管
（HIVP 濃紺）

重量物が乗る場所の
埋設管に適している
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・区画貫通は、給水管であれば75mmまで耐火被覆は必要ない。私
の感覚では50mm以上になったらVLPにするべきだと思っている。
・膨張率が高いので、あまり長い配管にならないようにしなくては
ならない（給湯管の場合は特に注意が必要）。
・紫外線に弱く、屋外露出で使用してはならない（カラー塩ビ管は
強いと聞いたことがある）。
　今後、細い管では架橋ポリエチレン管、ポリエチレン管（PE青）、
ポリブテン管等の樹脂管が増えてくると思われる。電気の配管は、
いち早く鋼管からCD管等の樹脂管に移行し、そのおかげで若い職
人が多くなった。衛生の配管も排水管を含め、ようやく樹脂管に移
行してきた。現場の状況も若返ってくるのではないだろうか。

管径の決定

管径は、流量と圧力の関係及びコストで決定するが、圧力計算は
面倒なので、実務では水速で決めることが多い。推奨水速は2m/s

程度であるが、最大水量で使用する時間は短いので、3m/s程度ま
では許容してよいのではないだろうか。
　水量については、1日使用水量（L／日 受水槽容量算定時に使用）、
時間最大使用水量（L／h 高架水槽、揚水ポンプ算定時に使用）、瞬間
最大水量（L／min 自動給水ポンプ、増圧給水ポンプ、配管サイズ算定

時に使用）という3つの考え方がある。1日使用水量については、空
気調和・衛生工学会で定めた建物種類別使用水量表によることが
多い。見ての通り、かなり幅のある数字となっている［表2］。既存の
建物がある場合は、その実績値を採用した方が確かである。
　管径の決定に使用する瞬間最大水量算定には、いくつかの方法
がある。一番利用されているのは器具給水負荷単位による方法で
ある。衛生器具の種類によって負荷単位が決まっており、負荷単位
の合計によって水量が算定される。この算定方法では同時使用率
が加味されている。
　器具給水単位負荷単位表と同時使用流量換算表を見てみると、
大便器ロータンクと比較してフラッシュバルブは給水単位で倍［表
3］、同時使用流量換算表では5倍の流量になっていることに注目し
てもらいたい［表4］。フラッシュバルブを使用するということはポン
プの能力、配管サイズ等、過大な設備が必要になるということであ
る。学校のように短時間の連続使用があるところでない限り、フ
ラッシュバルブの使用は避けたほうがよい。
　一番簡単な方法として均等表による方法がある［表5］。水栓数が
少ない場合はこれでもよいが、この方法では同時使用率が含まれ
ていないので、大きな建物では過大になってしまう。
　共同住宅や老人ホームは、人数の割に器具数が多い（1人で住ん

でいるワンルームマンションでもトイレ、浴室、台所、洗面がある）。このよ
うな場合は、優良住宅部品認定（BL）や東京都水道局の算定式に

よって計算すると、実態をより反映した給水量とすることができる
（人数が多くなるとグッと水量が減る）。標準的な住宅であれば引込管
サイズは20mm、2世帯住宅では25mmとして問題ないであろう。
　管径を細くするとイニシャルコストは下がるが、細い配管に大水
量を流すと水速が早くなり、配管の寿命が短くなる、流水音が大き
くなる等の問題点が出てくる。また、圧力が高くなり漏水やウォー
ターハンマー（ガツンという音がする）の原因になる。ウォーターハン
マーは水栓を急閉止することにより運動エネルギー（水の流れ）が
圧力に変換され、配管内の圧力が急上昇することによって起こる。
シングルレバー水栓、自動食器洗い機等、急激に栓を閉じる器具
に発生しやすい。ウォーターハンマーを防ぐには水撃防止装置を使
用する。マンション等の給水管最上部には、空気抜弁と水撃防止
装置を取り付けなければならない。
　ビニール管は、接着剤を塗って継手に差し込んで接続してあり、
施工が不十分だと水漏れの原因になる。
　管サイズは20、25……100と呼ぶが（呼径）、この数字は近似内

器具名 公衆 私用
大便器（フラッシュバルブ） 10 6

大便器（ロータンク） 5 3

小便器（フラッシュバルブ） 3

洗面器 2 1

台所流し 3

シャワー 4 2

表3　器具給水単位負荷単位（抜粋）

表2　建物種類別使用水量（抜粋）

建物種類 単位給水量（1日当たり） 1日使用時間
集合住宅 200～350L／人 15

事務所 60～100L／人 9

総合病院 1,500～3,500L／ベッド 16

小中、高等学校 70～100L／人 9

デパート、
スーパーマーケット 15～30L／㎡ 10

飲食店 55～130L／客 10

表4　同時使用流量換算表（抜粋）

給水負荷単位の計 流量
ロータンク フラッシュバルブ L／min

6 － 19

18 － 49

46 10 102

41 54 200

275 108 302

表5　均等表（硬質塩化ビニール管）（抜粋）

表の見方の例
50mmの管は20mmの
管11.7本分に相当する。

管径
（単位：mm） 13 20 25 30 

13 1.0 

20 3.1 1.0 

25 5.6 1.8 1.0 

30 9.8 3.2 1.8 1.0 

50 36.4 11.7 6.5 3.7 
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径を示している。外形寸法は鋼管で27.2mm、34mm、114.3mm

である。給水、給湯、排水管は、これに保温が20mm（正しくは用途、

サイズによって違ってくるが、衛生配管ではこの数字で覚えておいてよ

い）必要なので、100mmの保温外形は155mmとなる。

鋼管の話

昔、イギリスから技術を取り入れたため、鋼管サイズはインチ
（25.4mm）で表示していた。インチ表示の1Bとmm表示の25Aが
同じ配管サイズになる。私の会社は古い事務所なので、インチ表示
の図面が残っている。今でも年をとった職人でヨンブ、ロクブとい
う呼び方をしている人がいるが、4／8インチ、6／8インチを略し
て呼んでいるのである。
　鋼管には、亜鉛メッキされている白ガス管とメッキされていない
黒ガス管がある。当然、白ガス管の方が腐食に強い。白ガス管は、
冷暖房用の冷温水管、消火管、ガス管に利用されている。冷温水管、
消火管は給水管と同じ水配管だが、システム内に新しい水が入っ
て来ないので酸素の補給がなく腐食は少ない。
　黒ガス管は、温水管、蒸気管、油配管に使用される。黒ガス管と
言っても外面に防錆塗装されているので茶色のものが多い。白ガ
ス管は温度が高くなると亜鉛が溶け出して詰まりの原因になる。温
水管、蒸気管のような温度が高い配管には使用できないので黒ガ
ス管を使用する。
　酸素が補給されない密閉システムでは、温水管でもほとんど腐
食しない。何年か前、わが社で50年前に設計した、黒ガス管を使
用した温水管の水漏れがあったという話があったが、誰からも苦情
は言われなかった。
　蒸気管は腐食しやすいので、スケジュール管を使用することがある。
　圧力が高い配管や高温で腐食しやすい配管には、厚肉の圧力配

管用炭素鋼鋼管（STPG スケジュール管）が使用される。消火の連結
送水管や蒸気還管に使用される。スケジュール管は耐圧によって
種類があるが、設備で使用される管はSch40（耐圧6MPa）という比
較的肉厚の薄い配管が用いられる。
　鋼管の特徴を生かしながら腐食に強い配管として開発されたの
が塩化ビニールライニング鋼管（VLP）である。白ガス管も同じだが、
ネジ切りをして配管を接続するためネジ部分が腐食してしまう。そ
れを防ぐためVLPでは、管端防触継手（コア継手）を使用して鋼管
と水が接触しないようにしている。VLPが使用されるようになった
当初（1970年頃）はコア継手がなく（1980年頃開発）赤水を防ぐこ
とができず、施主からひどく怒られてしまったことがある。1980年
以前でVLPを使用している建物は注意が必要である。
　VLPには埋設に使用する内外面被覆鋼管（VLP-VD）、消防用の埋
設管に使用する外面被覆鋼管（VLP-VS）、耐熱被覆鋼管（HTVLP）、
排水用被覆鋼管（DVLP）等がある。VLPと似たものとしてポリエチ
レン粉体ライニング鋼管（PFP）があるが、あまり使用されていない。
今後、大きな建物でも竪管等のメイン管はVLP、枝管は樹脂系の
配管になっていくのではないだろうか。

井水利用

昭和30年頃からの高度経済成長に伴い、産業用として大量の井
戸水を汲み上げた結果、東京のような大都市では地盤沈下が起こ
り、井戸水の汲み上げに対し規制されるようになった。現在、地下
水位は上がってきており、家庭用程度であれば問題はないと考え
てよい。東京、大阪等の大都市でも管径25mmまでは法規制対象
外になっている。全国の水道水の水源も20％が井戸水を浄化して
利用している。
　井戸水は、場所によって水質が違い、飲料用として使用する場

図2　家庭用水の利用内訳（東京都水道局より、2006年度東京都水道局調べ）図1　一般ビルでの用途別使用水料費（日立ホームページより）
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ギーと同じく不安定な水源である。雨水はなるべく浸透させ地中に
戻してやり（井水涵養）、中水としては、使えるのであれば井水を選
択した方がよい。
　雨水は沈殿槽とフィルター程度の濾過装置で充分、中水として
利用でき、コストのかからない再生エネルギー利用となる。コスト
のかかる再生エネルギーは有効ではないというのが私の主張である。

合は定期的に水質検査等、自己管理しなくてはならない。水道があ
るところでは水道水を使用した方が無難である。
　井水には鉄分やマンガンが含まれていることがあり、陶器に色が
着いたりして配管や器具に悪影響をもたらす場合があるので、事
前に水質調査を行った方がよい。水栓は井戸用を使用する。
　井戸水はトイレ洗浄水（一般ビルでは60％、住宅では30％がトイレ

洗浄水）、散水等の中水（雑用水）として使用する［図1、2］。水道料金
は安くなるが、下水道料金は同じである。
　安定した水源なので災害時対策として有効であり、濾過装置さ
えあれば飲料用にも使用できる。
　昔ながらの手押しポンプは電気が必要なく、災害時に有効であ
る。使わないと水質が悪くなるので、通常時は水撒き等に使用する
という方法は、金がかからず、災害時対策の基本として行政は進め
るべき事柄である。町の人が共用で使うことにより井戸端会議も復
活し、住民のコミュニケーションの場にもなる［写真2］。また、最近
のものはあまり力が要らなくなっている（こんな単純なところでも技
術の進歩があるのは驚きである）。
　井水の温度は、一年中18℃程度と温度変化が少なく、水として
だけでなく冷熱源としても利用が可能である（スイカが冷やせる）。
水熱源ヒートポンプを使用すれば温熱源としても使える。井水を
使用するならば、合わせて熱源としての利用方法も考えた方がよい。

雨水利用

雨水はもともと蒸留水なので、本来は飲んでもよい水質であるが、
大気や屋根などのゴミが混ざって水質を悪くしており、飲料用とし
ては適さないことが多い。井戸水と同じく中水として使用した方が
よい。用途が重なるので井戸水、雨水の両方を使うのは意味がない。
　雨が降らない時は水道水に頼らざるを得ず、他の自然エネル

1973年東海大学建築学科卒業。（有）
テーテンス事務所入社。取締役副所長
を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国　ふれあいの森林科学館・宿泊
棟」（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア
ム」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」
（設計…池原義郎）、「大館市立総合病院」
（設計…岡田新一）などの設備設計に従事

さじ・こうぞう

設問1 

井戸水利用について間違っているものは、
次のどれか。
 a. 災害時の非常用水源として注目されている。

 b. 井戸水の保全には雨水を浸透させるのが 
有効である。

 c. 井戸水の熱利用は冷熱源としてしか 
利用できない。

設問2  

水道管の管材を選定する時、
一番考慮しなくてよいものは、次のどれか。
 a. 風量

 b. コスト

 c. 施工性

自習型認定研修の設問

※不正解の場合は、単位に登録で
きない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、
お願い致します。

写真2　井戸のある風景


