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Piping Skills Workshops
特集

配管技能講習会
７月号は、本研究会が主催する「配管技能講習会」をテーマに選びました。
建築設備配管には多くの管材があり、それに対応して、さらに多くの継手が販売されています。個々
の材料の特質、施工性の違いなどを実際に手にとって体感を通じて理解することを目的としています。
そのため、本研究会会員企業の、管材メーカー、継手メーカー、配管の加工機メーカー、プレハブ加
工メーカーなどの協力を得て、毎年開催を続けて参りました。
この配管技能講習会も、お陰さまで本年14回目を迎えますが、これだけ長く続けることが叶ったの
は、業界各位からそれなりのご支持いただいてのこととだと考えております。また、座学が一般的な
中で、他にない類を見ない実習形の講習会であることもその一因と考えています。
参加者は、設計事務所、総合建設会社、設備施工会社に所属しての設計に携わる方や、配管加工メー
カーの方など多種多様ですが、若い方中心にご参加いただいており、様々にご利用いただいているも
のと感じております。
特に、設備設計者の方には、実際に配管を見たり触ったりするのも初めての方も多くおられるよう
で、各様にいろいろなことを感じている様子が窺えます。
今回、敢えて特集としたのは、研究会としてその歴史も含めて総括する必要を感じたこと、配管技能
講習会のことをもっと知っていただくこと、および本研究会としても開始当初の “想い” を再認識す
ることで、今後も続けていく上で大切だと考えたからです。
スタッフ・機器材とも限られることから、それほど大きな人数で開催することが難しくはあります
が、受講された皆さまのご意見・ご要望を参考にしながら、地道に続けていきたいと考えております。
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特集：配管技能講習会

JSPE：配管技能講習会
の企画と変遷
安藤紀雄　NAコンサルタント

瀬谷昌男　NSアートオフィス

はじめに
　JSPE：配管技能講習会が企画・実施され、“継続は、
力なり！” というが、本年ですでに、第14回を迎え、現
在まで延べ1000人以上の受講生を生み出すという成果を
あげようとしている。
　本講習会は、他の学会・協会などでは企画・実施する
ことは絶対に不可能な、NPO給排水設備研究会（JSPE）
ならではの非常に貴重な「建築設備施工の実学に関する
講習会」であると自負している。
　したがって、本講習会の企画立案者（pioneer）として、
この企画の継続開催は、これに勝る喜びはない。
　ここでは、多くの紙面をいただいたので、JSPE：配管
技能講習会の「温故知新」を爪痕として残すべく、この
講習会誕生の黎明期の秘話・経緯を紹介させていただく
ことにする。
　ただし、小生の10数年以前の記憶に基づいて記述した
ものなので、多少記述に誤りもあると思われるが、その
点どうかご容赦いただきたい。

１　小生とJSPEの出会い
　まず最初に断っておきたいことは、本配管技能講習会
の誕生は、小生のJSPEへの入会がなければ、あり得な
かったであろうと思われる。
　小生は、定年退職するまで、高砂熱学工業（株）に勤
務していた。
　かってまだ高砂熱学の現役のころ、元早稲田大学建築
学科教授：石福昭氏（現一般社団法人建築設備総合協会
名誉会長）から、小生の上司：故笹野敦氏（高砂熱学常
務）のもとに、早稲田大学テクニカルカレッジの建築設
備講座の講師派遣の依頼が舞い込んだ。
　当時、本社技術部本部に勤務していた小生に、笹野技
術本部長から “安ちゃん！ちょっと行って、石福氏と打
合わせしてきてくれや！” という、お声（命令？）がか
かったのである。
　早稲田大学の石福教授の下に出向くと担当講義内容
は、なんと「衛生設備概論」・「電気設備概論」であった。
　小生、高砂熱学に講師依頼してきた以上、講義内容は
てっきり「空調設備概論」だとの先入観があった。
　帰社して、笹野氏に “全然話が違うじゃないですか？”
というと、最初石福氏に呼ばれた笹野氏本人も、“少し
話が違う！” と思ったそうである。“ただ、安ちゃん、
高砂は衛生・電気の講義はできませんとは、格好悪くて
言えないだろう。お前の勉強にもなる好いチャンスだ！
いいからお前やってくれ！” といわれた。
　このような事情で、半信半擬ながら、この講義をお引
き受けする羽目になった。実は、小生高砂熱学名古屋支
店勤務時代、支店長から “何でもするおっさん、何とか
するおっさん。” というニックネームを頂戴していた。
　さっそく、テキストとして使用している「衛生設備・
電気設備」の項を予習して見たが、衛生設備に門外漢の
小生が講義すると、どうしてもテキストの “棒読み” に
なってしまう。
　講義になんとかテキスト以外の有益な話・面白い話を
加えたいと思っていた矢先に、故原田洋一氏からJSPE

これいります？

ねじ接合

配管径の呼称に
Aとか Bがあるの？

腐食漏水

水漏れ

安藤紀雄

爪痕を残すか！
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を紹介され、高砂熱学としてそれまで無縁であった、
JSPEにも初入会させていただくことになり、JSPEの会
社担当窓口も小生が任命されることにあいなった。

２　故原田洋一氏への研究協力
　小生が原田洋一氏と知己になったのは、空気調和・衛
生工学会の便覧：第13版の「施工編」の改訂作業で、高
砂熱学からその編集・執筆委員として派遣された時だと
記憶している。
　小生は、当時社内で施工技術センター長の職にあった
ので、前述の笹野敦氏に指名されたのである。
　小生はシンガポールで、二つの超高層ビルの空調設備
の施工を経験し、外国人（欧米人・華僑など）と渡り合っ
てきた後なので、特に気にはならなかったが、私の彼に
対する第一印象としては、日本人にして珍しく、自分の
考えや意見をズバズバという人だと思った。
　ちなみに原田氏は、当時橋本総業（株）の技術顧問を
されており、主として「HATセミナー」の企画開催の任
務を担当しておられたが、同時に当時「SGP溶接配管技
術研究」にも、熱心に取り組まれていたのである。
　というのは、衛生設備施工会社傘下の配管協力会社
は、「ねじ接合技術」には優れているが、「溶接接合技術」

は非常に劣っている。一方、空調設備施工会社傘下の配
管協力会社は、「溶接接合技術」は優れているが、「ねじ
接合技術」は見劣りするというのが、一つの定説になっ
ていたからである。
　空調設備配管屋に「ねじ接合」をさせると “ジャジャ
漏れ！”、衛生設備配管屋に「溶接接合」をさせると“ジャ
ジャ漏れ！” という、陰口が聞かれるほどであった。

またジャジャ漏れだ！

え～ぇ？

ピカ

漏水　

　その背景には、日本の標準的な仕様書には、衛生設備
に多用される、口径：50A以下のSGPには、「ねじ接合法」
を、空調設備に多用される、65A以上のSGPには、「溶接
接合法」を採用するというのが一般的であったことに起
因すると思われる。
　上述のようにして、小生を知った原田氏は、小生の所
へわざわざ電話をしてきて、“熟練溶接工を派遣してく
れないか？” と要請してきたのである。
　早速、高砂熱学の主力配管会社である三成冷熱工業

（株）の三浦秀雄社長に特に事情を話して依頼し、熟練
溶接工を派遣したもらった。原田氏には、三成冷熱から
派遣してもらった溶接工の腕は、想像を超える素晴らし
いものだと絶賛されて記憶がある。
　この研究は、貴重な成果（fruits）をもたらしたが、小
生はこの研究にも参画させていただいたお陰で、小生も
個人として、配管技能のノウハウを体得することになっ
た。
　実はこの研究参画を通じて、ジャパン・エンヂニアリ
ング（株）社長：南雲一郎氏とも知り合うことになり、
この事が後々、JSPE：配管技能講習会の誕生に大きく寄
与することになる。

３　橋本総業（株）社長の提案
　小生は、2000年３月に高砂熱学を退職する半年前か

安ちゃん
頼むぞ！

なんでもする
　　おっさん

本部長
石福教授

安藤紀
雄

Singapore Building
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ら、橋本総業が長年継続開催してきた、「HAT建築設備
セミナー」の企画・開催に、原田洋一氏の業績を引き継
ぐ形で、携わることになった。この「HATセミナー」は、
原田洋一氏が最初に手がけ、長期間続いていたが、彼が
橋本総業を退職後長期間中断状態であった。
　小生は定年退職後、結果的には橋本総業の技術顧問に
なり、全部で51回もの「HATセミナー」を企画開催する
機会に恵まれた。現在、この業務は、JSPE会員：下田邦
雄氏に引き継がれている。
　橋本総業の技術顧問となってしばらく経った時、橋本
総業の雨宮裕之氏註を通じて、橋本総業：橋本政昭社長
が橋本総業が東雲に建てた工場・倉庫のスペースを利用
して、「配管技能講習会」を開催したいと伝えてきたの
である。
註：�橋本総業：橋本政昭氏の意向は、全て雨宮裕之氏を通じて小

生に間接的に伝えられたもので、直接的に意見交換されたも

のではない。

　それならと、小生が現在の「JSPE配管技能講習会」の
原案にあたる企画案（たたき台）を作成して、橋本政昭
社長に提出した。そこで、まず問題となるのが費用負担
の問題である。
　３日間開催として、配管技能講師をアウトソーシング
し、また配管材料・配管機器・工具類を調達準備するた
めには、総費用は50万円～100万円はかかるであろうと
進言した。
　次の問題は、受講生確保の問題である。
　橋本総業が一部でも費用負担するなら話は別だが、受
講生の受講費で全額費用を賄うとすると、10名～20名募
集しても、一人当たりの受講費は、５万円～10万円程度
になってしまう。
　また、小生にはそれだけの受講生を確保する自信は全
く持てなかった。
　これらの事由で、橋本総業主催の配管技能講習会の開
催は、まず至難であろうという結論に至った。

４　JSPEへの働き掛け
　小生、橋本政昭社長の貴重なこの企画をどうしても死
蔵させたくなかった。
　そこで小生、JSPE主催の名目で配管技能講習会を開
催すれば、主催者の大義名分も立つし、講師スタッフ陣
をJSPE会員の会社（レッキス工業（株）、ジャパン・エ
ンヂニアリング（株））および個人会員：山岸龍生氏（元
千葉職業能力開発短期大学校）等の無償協力も得られる
かも知れないと考え、JSPE会員の有志に働きかけ、い
わゆる俗にいう “根回し（spade-work）” をしたのである。

　その結果、小生の趣旨を理解していただき、多くの
方々からとても好い感触を得ることができた。

５　配管技能研修会場の選定
　その頃同時に、JR常磐線北小金駅近くにある須賀工�
業（株）の社員研修所に「研修用ねじ切り機」が６台も
そろえてあるという情報をたまたま小耳にはさんだので
ある。
　JSPE：配管技能講習会の会場として、無料で貸していた
だけないかと、秘密裏に打診したところ、須賀工業（株）
からの快諾も得ることができた。
　ここは、須賀工業（株）社員の単身寮でもあり、事前
に申し込みをすれば臨時に昼食も用意していただけるこ
ともわかった。
　このような経緯で、会場は第10回以降は橋本総業：み
らいエコリフォームセンターに移ったが、第１回から第
９回までの９年間、須賀工業（株）の北小金の研修所を
JSPE：配管技能講習会の会場として利用させていただく
ことになったのである。

６　講習会の講師の選定
　講習会の会場の目当てがついたので、次の段取り

（arrangement）は、講師の手当である。講習会の構成は、
周知のように、第一目は、配管用炭素鋼鋼管（SGP）の
ねじ接合法・メカニカル接合法・溶接接合法の習得であ
る。
　座学（基礎知識習得）は、小生が担当するとして、ね
じ接合の実技指導は課題図作成を含め、既述の山岸龍生
氏・大西規夫氏（レッキス工業（株））にお願いするこ
とにした。
　SGPの溶接実習については、当初三成冷熱工業（株）
にお願いした。溶接用発電機註と溶接機とを須賀工業（株）
の研修場に持ち込み実施した。
註：�当時発電機の騒音で、研修所近隣のマンションから苦情がく

るのでは？とはらはらしたものであった。

　その２～３年後に費用が嵩むのでこれ以上協力できな
い旨の電話が三浦秀雄社長より、小生のもとに連絡あっ
た。
　小生、悩んでこのことで、ジャパン・エンヂニアリン
グ（株）：南雲一郎社長に相談したところ、以後彼がSGP

溶接実習を心よく引き受けてくれることになった。この
時、“持つべきものは、困った時に、助けてくれる好き
友人である。” ということを実感した。
　第二日目は、ステンレス鋼鋼管（SUS管）の接合法（メ
カニカル継手接合・溶接接合）・銅管の接合法（ろう付
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け接合）の学習である。
　銅管の座学は、当初は原田洋一氏（原田（仮）事務所）
に、SUS管の座学は、元斎久工業：永山隆氏（現（株）
三菱地所設計）にお願いすることにした。
　SUS管接合法の実技指導に関しては、ジャパン・エン
ヂニアリング（株）の全面的な、ご協力を取り付けた。
また、銅管ろう付け接合法実技指導に関しては、住友軽
金属工業（株）（現UACJ銅管販売）等に協力していただ
くことになった。
　第三日目は、各種樹脂管の接合法の学習である。これ
には、当初この挿絵をお願いしている、田中孝氏（元斎
久工業）瀬谷昌男氏（元大成温調）や山田賢次氏（元西
原衛生工業所）や各樹脂管協会や樹脂管メーカーの方々
ご協力を得た。
　現在では、第一日目、第二日目、第三日目とそれぞれ
部会長が選任され、役割分担（roll�sharing）が明確になっ
ており、当然のことながら素晴らしい進歩を遂げている
と思う。

７　講習会：日時と費用の決定
　講習会の日時は、須賀工業（株）の社内研修日時を避
けるべく、９月～10月に実施されることが多かった。
　ただし、３日間続けての講習は、極力さける目的で、
週一回とし３週連続して、開催することとした。
　後に、諸般の事由で、第一日目と第二日目とは、同じ
週に二日連続して実施されるようになった。
　講習会費用は、あくまで営利目的ではないので、赤字
を出さない範囲で、できるだけ安い講習費用で受講でき
るよう配慮した。
　その結果、一日講習１万円、三日間通し受講２万４千
円（ただし、受講者変更可）という価格設定にした。

８　講習会：テキストの作成
　本講習会のねらい（主目的）は、できるだけ実習に多
くの時間を割き、各種配管材料の加工体験を肌で知って
もらうことにある。しかし、受講者の大半は、配管に対
する知識に乏しい人達と想像された。そこで、各講習の
最初に、各種配管接合法の概要を知ってもらう必要があ
ると考え、最初に短時間（30分間～40分間程度）の座学
講座を設けることにした。実際、講師の中には時間が不
足して、１時間をオーバーすることもあったが・・・。
　それには、受講者が繰り返して読めるような、簡単な
配管座学テキストが不可欠である。
　それらの資料をこの目的のためにわざわざ新規に用意
するのも大変な労力が必要となる。

　小生は、たまたま、JSPE会誌「給排水設備研究：
Vol.22. No.1～Vol.22. No.3（2005年）およびVol.22. No.4
（2006年）」に４回に渡って、①建築設備配管材料の雑知
識、②配管用炭素鋼鋼管（SGP）の接合法註、③ステン
レス鋼管と銅管の接合法、④樹脂管の接合法という記事
をすでに連載寄稿させていただいていた。各座学の講師
には、特に用意したものがなければ、最初は、これを参
考テキストとして、使用していただきたいとお願いし
た。
註：�②の中では、衛生設備に不可欠な「塩ビライニング鋼管の接

合法」については触れていない。ユニ設備設計：小川正晃氏

からは、衛生設備配管である以上、これに付いても是非追加

記述して欲しいといわれていたが、多忙にかまけてその約束

を果たせずにいた。その約束を奇しくも果たすことになった

のが、今回から３回に渡って掲載予定の別稿：「衛生設備配

管の現状とライニング鋼管の施工法」である。

　これが現在でも、受講者に全員に副読本として配布さ
れている「配管講習会テキスト」であり、小生入門書と
して、比較的平易に記述されている「配管入門書」であ
ると自負している。

９　講習会開催初期の最大苦労話
　さて、JSPE：配管技能講習会の “外堀” は埋まったが、
最大の問題は、受講生の確保であった。
　一応、受講生：30名という目標を立てて、募集を開始
するのだが、講習会の２ヶ月前になっても、10名足らず
という年が多かった。小生は、毎年イライラしながら、
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片っ端から様々な人に直接訴え（口説き？）受講生を
募ったが…他の委員達は、快く技能講習会の実施協力頂
いたが、小生には、まるで “受講生を集めるのは小生の
役目！”とでも言っているように思われた時期もあった。
　最近では、多くの協力者が次々と現れたので、“人間
一人で生きてはゆけいない！” という言葉通り、受講生
募集の役目から完全に解放され、非常に嬉しく思ってい
る今日この頃である。

10　懸案事項：関西支部での開催
　大分以前のことであるが、JSPE関西支部の一会員の
方から、“この研修会を関西（大阪）でも、是非開催し
て欲しい！” という電話依頼が、直接小生宛にあったの
である。
　その時は、“本研修会は、単なる「座学」と異なり、
テキストを用意して講師を派遣するだけでは済まないの
で、申し訳ありませんが受講希望者は東京まで受講に来
て下さい！” としか答えざるを得なかったことがある。
　その後、JSPE：関西支部での配管技能研修会の開催実
現に向けて非公式に関係者に働きかけているが、まだ、
完全な形では実現していないようである。

おわりに
　小生は、たまたまJSPEに入会させていただいたおか
げで、これまでに非常に貴重な数多くの体験をさせてい
ただいた上、JSPE創立30周年記念では、過分な「功労
賞」までいただいた。
　実は、この「功労賞」こそ、小生のJSPE：配管技能講
習会の企画立案実施に、寄与したことに対して、与えら
れた賞だと自負している。

　その他に、JSPEの活動では、ユニ設備設計：小川正晃
氏の下で、企画委員会委員（現事業委員会委員）として、

「山行会」・「散策の会」・「温泉研究会」等々の「会員相互
の親睦を深める会」の企画・開催などに参画することが
できた。
　また、かって関五郎氏・原田洋一氏と小生の３人で
提案した、シリーズ企画：「温故知新の会」も、中断し
てしまったが、このJSPE：配管技能講習会だけは、ゴル
フの “全英オープン” のように、後々代々後世に受け継
がれ、“JSPE：配管技能講習会は、永遠に不滅である！”
ことを願うものである。

配管技能講習会
　　は永遠に
　　不滅です！

素敵～い

配管技能講習会
　　は永遠に
　　不滅です！

素敵～い

配管技能講習会
　　は永遠に
　　不滅です！

素敵～い
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特集：配管技能講習会

第１回～第９回の開催
協力の立場から

中村　勉　須賀工業株式会社

　平成14年７月に発行された給排水設備研究会会誌に、
第１回の配管技能講習会開催案内が、会告として掲載さ
れました。
　当時、人材育成委員会の所掌にて検討が行われており
ました配管技能講習会の会場として、弊社の柏研修所を
利用していただくこととなり、第１回から第８回までの
講習会が開催されました。
　弊社の柏研修所は、昭和60年４月に竣工し、名前の通
り、千葉県の柏市に建設され、最寄りの駅は各駅停車の
千代田線北小金駅でございます。
　駅から徒歩だと、研修所までは約15分程度かかり、バ
スの本数も少なく、配管技能講習会に参加された方は
少々不便に思われたかもしれません。
　柏研修所は、地下１階・地上３階の４階建てで、地下
１階・地上１階を吹き抜けの実験室と、３階には約80名
収容可能な大会議室が設けられています。
　当時の柏研修所では、弊社の若手技術者を対象に、鋼
管、銅管、ステンレス管などのねじ接合、溶接接合、メ
カニカル式接合や銅管、鉛管の曲げ加工ならびに衛生陶
器類の設置と配管との接合などの実習を、ベテラン技術
者の指導の基に行っておりました。

　このような経緯から、配管技能講習会の会場として利
用していただくことになったと思います。
　配管技能講習会の実習は１階の実験室にて、座学の講
義は３階の大会議室を会場として行われました。

写真１　柏研修所　外観

写真２　実習風景

　第９回の配管技能講習会では、第１日目と第２日目を
従来通り、弊社の柏研修所にて行い、第３日目は橋本総
業（株）みらいエコリフォームセンターに会場を移して、
講習会が開催されました。
　第10回以降は、全て橋本総業（株）みらいエコリフォー
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ムセンターにて講習会が開催されております。
　第１回から第13回までの講習会の参加者総数を図１に
示しますが、概ね80～90名程度の方が参加されていま
す。
　第１回と第13回との講習内容を比較しますと、最近で
は、新たな管材が追加されていることはありますが、ほ
とんど内容は変わっておらず、平成14年当時の配管技能
講習会を企画された諸先輩の先見の明には、頭の下がる
思いです。
　これからも、配管技能講習会を受講された技術者（設
計・施工・監理）の方々が、安心・安全な配管の接合法
を理解し、接合技術と施工の注意点などを習得されるこ
とで、皆様の携われる設計・施工建物において、施工品
質の向上と設備配管の長寿命化が図られることを願って
おります。

写真３　講義風景

図１　開催回別参加者総数（第11回のデータ無し）

表１　配管技能講習会　講習内容の比較

◆第１回　配管技能講習会　講習内容◆ ◆第13回配管技能講習会　講習内容◆
会　場　須賀工業（株）　柏研修所 会　場　橋本総業（株）　みらいエコリフォームセンター

第１日　平成14年11月８日（金）　9:00～17:00 第１日　平成26年9月18日（木）　9:00～17:30
　１．配管用炭素鋼管：ねじ接合・溶接接合 　１．配管用炭素鋼管：ねじ接合・
　２．硬質塩ビライニング鋼管：ねじ接合 　２．ハウジング接合・溶接接合・フランジ
第２日　平成14年11月13日（金）　9:00～17:00 第２日　平成26年9月19日（金）　9:00～17:30
　１．ステンレス鋼管：拡管式接合・メカニカル接合・

溶接接合
　１．ステンレス鋼管：拡管式接合・メカニカル接合・

溶接接合
　２．銅　管：ろう付け（軟ろう、硬ろう）接合 　２．銅　管：ろう付け（軟ろう、硬ろう、冷媒用）接合
第３日　平成14年11月22日（金）　9:00～17:00 第３日　平成26年9月26日（金）　9:00～17:30
　１．硬質ポリ塩化ビニル管：接着（TS）接合、ゴム

輪接合
　１．硬質ポリ塩化ビニル管：接着（TS）接合、ゴム

輪接合
　２．ポリブテン管：電気融着接合・メカニカル式接合・ 　２．ポリブテン管：熱融着接合・メカニカル式接合・
　　　　　　　　　　ワンタッチ挿入式接合 　　　　　　　　　　ワンタッチ挿入式接合
　３．架橋ポリエチレン管：熱融着・電気融着・メカニ

カル式接合 　３．架橋ポリエチレン管：ワンタッチ挿入式接合

　４．三層管配管システム配管：コンパネ上の実配管

参加者総数
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特集：配管技能講習会

講習会場を携わる立場
からの感想

橋本正美　橋本総業株式会社　みらいエコリフォームセンター事務局

　配管技能講習会が、今年10月に行われることが決定し
た旨お聞きし、また14回継続し実施されることに対し、
大変喜ばしく、また関係スタッフの皆様へ敬意を表した
いと存じます。
　私が配管技能講習会に携わったのは、10回目の平成23
年からです。理由は詳しく聞きませんでしたが、従来研
修会場だった須賀工業㈱様の社員研修所が使えなくなっ
たとのことで、弊社みらいエコリフォームセンターが利
用できないかとの相談がありました。
　弊社としては、著名なNPO給排水設備研究会に使っ
ていただくことは、名誉なことであり、会員の方にみら
いエコリフォームセンターをより知っていただくことも
メリットと感じました。10回目は平成23年９月に３日間
をかけて講習をおこない、それから４回毎年継続して同
会場で実施しています。
　講習内容で驚いたのは、弊社が実施しているようなレ
ベルではなく、あらゆる配管素材、あらゆる接続方法
を、座学だけでなく実習方式で行うことでした。
　委員の元斎久工業㈱永山隆氏（現㈱三菱地所設計）が、
動力が使えないとだめだよとおっしゃっていた意味が、
講習当日になってよく分かりました。それは本格的な溶
接技術実習を行っていることです。鋼管の溶接は全員
が、交代で実施していました。
　当時は、大型の扇風機で換気をしていたのですが、風
の抜けが悪く、工場・倉庫の方まで煙が流れて行って、
苦情が出たことも苦い思い出です。翌年には、大きなダ
クトを引き、強力な換気扇の排気設備を設置しましたの
で、煙が出ても安心です。
　また、この講習会は、運営、講師の方、下準備を行う
人、受講者の募集等それぞれがしっかりと自らの役割を
理解して、率先して実施されていることです。スタッフ
も、設計事務所、建設会社、設備会社、メーカー、商社
など多岐にわたっているのに、連携よく、まとまってい
ると感心します。
　この講習会のおかげで、私ども会場責任者として大変

勉強させていただいております。警察・消防・病院など
の緊急対応体制のレベルアップもできました。
　講習会中、参加希望者だけでみらいエコリフォームセ
ンターの見学もできますので、是非参加してください。
　今後とも、微力ながらお手伝いできることを光栄に感
じつつ、お役にたてればと思っております。
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特集：配管技能講習会

１日目・概要説明

近藤　茂　株式会社アカギ

　１日目の部会長を担当させて頂いております近藤です。
　当社は、給排水設備研究会の賛助会員として、出版委
員会（旧編集委員会）の委員として参加させて頂いてお
りますが、７年前に日頃お世話になっている安藤紀雄氏
より「鋼管ねじ接合基礎知識（ねじ接合の座学講義）」
講師の引継ぎ依頼があり、第８回より講師として、第10
回より配管技能講習会の１日目の配管用炭素鋼鋼管の講
習会の進行役として、冒頭の鋼管ねじ接合基礎知識以外
にわかる範囲で全般的に講義をさせて頂いております。
　受講者の方の中には、初めて、その配管材料、継手を
見たという方や自分の手で触ったという方が多い作業に
なりますので、パワーポイントを見ながら３日間安全に
作業するために作業上の注意事項を説明後、１日目のダ
イジェスト版「ねじ接合法（転造ねじ等を含む）」「ハウ
ジング（グル－ビング）接合法」「溶接接合法」で作業
内容のイメージを持って頂けるよう配慮をしています。
　講習のねらいは、建築設備に用いられる配管、継手に
対して、設計者及び現場監理者に配管材の特徴、正しい
接合法や注意点を実体験することにより、一般的な基礎
知識・再確認をして頂くことで不具合の無い良好な配管
工事が効率的に行われることです。
　工夫は、過去に神奈川県立平塚職業技術校で非常勤講
師をさせて頂いた立場から見ると１日の講習が最低でも
４日間かかる内容なので、各管材メーカーの技術担当の
講師の方と良く話し合い、「管理者にとって学ぶポイン
ト」を抜粋して、座学講義及び講師による施工指導をお
願いしています。
　詳しいスケジュールは右頁をご覧ください。午前
中はまず冒頭で、私より「ねじ配管接合法」の概要
説明を行い、次に㈱リケン　古市晋太郎氏より「ハ
ウジング接合法」の概要説明。そして、実演・実習
でレッキス工業㈱大西規夫氏に再度実物で説明して
頂きます。午後は、午前中の残り作業を引き続き行
い、終了後ジャパン・エンヂニアリング㈱　鈴木良
和氏より「溶接接合法」の概要説明。そして、本格

的な溶接技術の実演と実技体験です。一般的な講習
会は通常一部の方で終わりが多いのですが、当会は
全員が交代で実技体験をします。そのため待ち時間
が多く、幾度か講習会終了時のアンケートで指摘が
あったので、昨年よりジャパン・エンヂニアリング㈱�
鈴木良和氏の協力で１時間交代で２班に分けて実施さ
せて頂きました。半分は実技体験。半分は配管座学と
して、配管関連商品紹介VTR上映、被覆アーク溶接教材
VTR上映などで、結果は概ね良好でした。
　講習会終了時の受講者の方に記入して頂くアンケート
を拝見させて頂いく中で、「講習のねらい通りに配管材
の特徴、正しい施工方法や注意点等を実感された」とい
う感想やご意見をみるたびに今年も開催できてよかった
と思います。特に若い受講者の方からの気が付かない貴
重なご意見・ご提案等は楽しみにしています。
　昨年度、第13回講習会の受講者は35名と多数の方に参
加して頂きました。受講者の方の勤務先は、設計事務
所、設備管理会社、総合建設会社、設備専門会社、機材
メーカー等の各種企業の方でした。特に設計事務所、設
備管理会社、総合建設会社の参加者が増えるのは嬉しい
です。受講者の方がお互い他の企業の方と一緒に講習会
に参加されて、色々な交流も図れる機会ですので、設備
業界の仲間として、将来に向けてより一層の発展への
きっかけや受講者の方の技術力向上、スキルアップを
願っております。社内の研修とは違った場面で色々な情
報交換して頂けられる場所になればと思います。
　最後に毎年、配管技能講習会に対して、講師の方の派
遣や配管材料、各種工具等のご提供及び、実習施工体験
でのご指導にご協力して頂いておられる、ジャパン・エ
ンヂニアリング㈱、レッキス工業㈱、㈱リケン。そし
て、講習の会場をご提供頂いております、橋本総業㈱の
関係各位（衣斐輝夫氏、橋本正美氏、遠藤仁樹氏、和田
浩一氏）へ、改めて、感謝いたします。
　今後も引き続き、この配管技能講習会へのご協力を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第13回講習会の実施プログラム
2014年９月18日（木）　参加者35名

司会：近藤　茂　部会長
受付：山岸龍生　委員、遠藤仁樹　委員
写真：須坂大蔵　委員、飯田　徹　副委員長、
　　　中村　勉　委員長
挨拶：飯塚　弘　事業委員会委員長（㈱日建設計）
担当：近藤　茂　部会長（㈱アカギ）
　　　安藤紀雄　オブザーバー（NAコンサルタント）
　　　須坂大蔵　委員（須賀工業㈱）
　　　遠藤仁樹　委員（橋本総業㈱）
　　　山岸龍生　委員
　　　大西規夫　委員（レッキス工業㈱）
　　　村埜修治　講師（〃）
　　　古市晋太郎　講師（㈱リケン）
　　　坂田吉彦　講師（〃）
　　　鈴木良和　委員（ジャパン・エンヂニアリング㈱）
　　　小原憲浩　講師（〃）
　　　大野利夫　講師（〃）
　　　飯田　徹　副委員長（三機工業㈱）
　　　中村　勉　委員長（須賀工業㈱））

１．開会の挨拶と配管技能講習ガイダンス

　９：00～９：15…飯塚事業委員会委員長より開会の挨拶

　　　　　　　　�近藤部会長より配管技能講習ガイダンスとスケ

ジュール等の説明

２．SGPねじ配管の部

　１）SGPねじ配管（転造ねじ等を含む）の基礎知識

　　　９：15～９：50…近藤部会長講師

　２）SGPハウジング／グルービング接合の基礎知識

　　　10：50～10：30…古市講師

　３）SGPグルービング接合の実演

　　　10：35～11：00…大西委員、古市講師、坂田講師

　４）SGPねじ接合（転造ねじ等を含む）の実演と実習

　　　11：00～12：20…近藤部会長、山岸委員、大西委員

　　　　　　　　　　村埜講師、古市講師、坂田講師

［昼食］　12：20～13：20

　　安藤オブザーバーより、第39回配管技能五輪国際大会VTR上

映、配管技能講習会の生い立ち（歴史）、仕事上役立つ講話、

ならびに、新刊書「目で見てわかる配管作業」の案内

　５）昼食前の続きと空圧試験指導：山岸委員、大西委員

　　　13：20～14：10…山岸委員、大西委員

　　　※昼食終了後、実習課題配管終了者でグルービング加工体験

３．SGP溶接配管の部

　１）SGP溶接配管の基礎知識

　　　14：15～14：50…鈴木委員

　２）-１SGP溶接配管の実演と実技体験（A班　18名）

　　　14：50～15：50…鈴木委員　溶接工：大野講師、田辺講師

　２）-２配管座学（B班　17名）

　　　�配管関連商品紹介VTR上映、被覆アーク溶接教材4�V字開

先VTR上映、

　　　NPO給排水設備研究会　三次元振動台実験VTR上映

　　　14：50～15：50…近藤部会長講師

　３）-１SGP溶接配管の実演と実技体験（B班　17名）

　　　15：50～16：55

　３）-２配管座学（A班　18名）15：50～16：55

４．各受講者よりアンケート提出、各受講者へ講習修了証配布、

確認

　受講者へ本日受講の御礼、ご活躍の祈念、締めの挨拶

　修了式　16：55～17：10…近藤部会長

　閉会　17:10
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第13回配管技能講習会１日目の実施写真

開会の挨拶 ねじ接合の実習 空圧試験後の写真撮影

配管技能講習ガイダンス ねじ接合の実習 溶接配管の基礎知識

ねじ配管の基礎知識 ねじ接合の実習 溶接配管の実演

ハウジング接合の基礎知識 安藤オブザーバーの講話 溶接配管の実技体験

ハウジング接合の実演と実習 空圧試験の様子 講習終了書の授与
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第13回講習会のアンケート結果
（１）基礎知識講習

　ねじ接合、グルービングと溶接接合の基礎講習につい
ては、半数以上の参加者から満足との回答を得ました。

○コメント：
・グルーピング接合の構造や特徴を知ることができ、ハ

ウジング形継手には可動式と固定式があろことが分
かった。

・切削ねじと転造ねじの違いがよく分かり、強度の違い
に驚きました。

・溶接について基礎を学べ、溶接の種類や利点、欠点を
学ぶことができた。

・危険はなぜ起きるのか詳しく書かれていたのでとても
わかりやすかったです。

○講習についての要望として、
・国土交通省の機械仕様書に書かれている内容にも少し

触れて欲しかったです。
・溶接の実物や写真があったほうが、もっと分かりやす

かったと思います。

（２）実演・実習

　ねじ接合、グルービングと溶接接合の実演、実習につ
いては、７割以上の参加者から満足との回答を得まし
た。

○コメント：
・現場における作業員の実務が体験できた。
・実演していただき、加工や接合する際の注意点などを

　理解できた。
・トルク管理の程度と残りねじ山の関係について再確認

できた。
・不適合ねじが展示され、実際に見ることができ良かっ

たです。
・普段体験することができない溶接の仕組み方法を教え

ていただき、ためになりました。
・当溶接部の裏ビートの綺麗さを見れ、講師の方が簡単

に溶接されていてすごかった。
・溶接を体験できる機会は滅多にないため良い経験にな

り、予想以上に難しかったです。
○講習についての要望として、
・接合手順を説明してから始めたほうが良いです。
・溶接を行っているところが見えずらかった。
・TIG溶接の実習もあったらよかったと思います。
・初めての経験なので、もう少し時間があればと思いま

した。

（３）講習会全般に関する感想と要望

○感想
・ねじ切り機を使った後に組み立てたり、溶接を実習し

たりして楽しいと実感した。
・ねじ切りは初めてだったので、とても勉強になりまし

た。
・ねじゲージでの管理が大切だと思いました。
○要望
・管の切断や寸法の図り方の講習も兼ねて行っていくと

より良い講習になると思います。
・日程を２日間にし、SGP管の切断などの実習を増やし

て頂きたい。
・転造ねじについての実演・実習があると良いと思いま

した。
・溶接接合で、溶接機の操作を含めて説明があれば良

かったです。
・TIG溶接に関して、知識・技術を教えて頂きたいと思

いました。
・溶接接合では、防じんマスクがあれば良かった。

ねじ接合他の実演

溶接配管の実演

ねじ接合の実習

溶接配管の実習

ねじ接合他 溶接接合

1816

25

10

1816

1

満足 普通 不満

25

10

満足 普通 不満

ねじ接合他 溶接接合

26
9

27

8

24

11

32

3

ねじ接合他の実演   ねじ接合の実習

溶接配管の実演  溶接配管の実習

26
9

満足 普通 不満

27

8

満足 普通 不満

24

11

満足 普通 不満

32

3

満足 普通 不満

26
9

27

8

24

11

32

3

ねじ接合他の実演   ねじ接合の実習

溶接配管の実演  溶接配管の実習

26
9

満足 普通 不満

27

8

満足 普通 不満

24

11

満足 普通 不満

32

3

満足 普通 不満
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特集：配管技能講習会

２日目・概要説明

富澤鋭司　株式会社UACJ銅管販売

　２日目の部会長を担当させて頂いております富澤です。
　当社は親会社の住友軽金属工業が古河スカイとの営業
統合により誕生した㈱UACJのグループ会社として2013
年10月に発足致しましたが第１回配管技能講習会から使
用する銅管の提供と配管関係の講習・施工指導をさせて
頂いております。
　私個人としては８年程前に銅管施工指導の一員として
「配管技能講習会」に参加する機会を与えられました、
当時は会場が柏の須賀工業㈱の研修センターを利用させ
て頂いていた記憶があります。
　これがきっかけで当時の企画委員会（現在は事業委員
会）の委員を務めさせて頂いています。
　地方勤務を経て一昨年に東京本社に戻り昨年から講習
会の２日目を担当させて頂いております、会場も橋本総
業㈱のご協力で４年前からみらいエコリフォームセン
ターで開催するように変更になっていました。
　２日目は初日の鋼管と最終日の樹脂管の間でステンレ
ス管と銅管についての基礎知識・施工について実技を交
え体験して頂く形で進行します。
　ステンレスは比較的新しい材料で腐食し難い材料とし
て幅広く色々な分野で使用されています、対する銅は古
くから使われてきた材料（お寺の銅屋根や通貨の材料）
です。
　ステンレス管の講習会のメインは座学講義の後に各班
に分かれた受講者が拡管式接合（ゼットロック）、プレ
ス式接合（SUSプレス）、拡管式接合（サスフィット）、
転造ねじ式接合（アバカス）、ハウジング形接合、ダブ
ルプレス式（モルコジョイント）、グルービング加工の
部署を一巡して実技講習を体験する事でステンレス管の
溶接接合を身近に見学して接合の要領を目で見て体験で
きるところです。
　銅管についても材料の基礎知識を座学講義で勉強しま
ます。
　銅管の接合は基本的に低温ろう付のハンダ付と高温ろ
う付の硬ろう付の２種類があります。

　硬ろう付について受講者はメーカー側の講師による施
工手順の説明、実演を交えた熟練者の実際のろう付接合
の技術を間近で見ることで作業の概略を体験していま
す。
　今回の講習会ではハンダ付では実技で指定の形状に組
立てたキットを空圧試験で漏洩の検査を行い漏れた場合
には何度でも出来るまで修理し完成させるというスタイ
ルをとっています、最近では受講者の大半がハンダ付未
経験者なので新鮮さもあるのか事後のアンケートの結果
でも満足の回答を多くの参加者から頂いています。
　銅管のメカニカル継手の説明ではプレス式接合（Cu

プレス）とワンタッチ接合（TFテクタッチ）の２通り
を体験してもらいました。
　すべての講習会の予定終了後に２日目で受講を終了す
る受講者に修了書を渡し講習会の全工程が終了です。
　部会長として受講者の怪我は無いか、講習会の運用が
時間通りに運んでいるか全体に目を光らせ無事に終われ
ばホッとします。
　尚、毎年「配管技能講習会」の為に講師の派遣や使用
材料を無償で提供頂きご協力を賜っている協力メーカー
各社様にこの紙面をお借りし厚く御礼申し上げます。
　また、溶接ボンベや実技に使用する各種副資材類、空
圧試験に使う周辺部材を提供して頂いている山岸委員に
も感謝します。
　毎年講習会の参加者の動員の為にご尽力を賜っている
各委員会の皆様も本当にありがとうございます。
　本年度も第14回「配管技能講習会」を開催致します、
受講者を募集中です、多くの参加者をお待ちしていま
す。
◎アンケート集計結果から（第13回２日目参加28名）
①　受講者の傾向としては実習で現物に触れ実際に施工

体験できたことに満足した意見が多く見られまし
た。

②　SUS溶接・銅管硬ろう付とも実際に実技を体験した
かったとの意見が複数ありました。
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第13回講習会の実施プログラム
2014年９月19日（金）　参加者28名

司会：富澤鋭司　部会長
受付：須坂大蔵　委員、山岸龍生　委員
写真：須坂大蔵　委員　飯田　徹　副委員長
担当：富澤鋭司　部会長（㈱UACJ銅管販売）
　　　須坂大蔵　幹事（須賀工業㈱）
　　　遠藤仁樹　委員（橋本総業㈱）
　　　宮嶋幸三　委員（兼工業㈱）
　　　山岸龍生　委員
　　　大西規夫　委員（レッキス工業㈱）　
　　　村埜修治　講師（〃）
　　　佐藤貴司　委員（ジャパン・エンヂニアリング㈱）
　　　鈴木良和　講師（〃）
　　　渡辺貴行　講師（〃）
　　　山口一男　講師（〃）
　　　藤澤秀行　講師（日立金属㈱）
　　　木ノ下雄介　講師（〃）
　　　高木　覚　講師（〃）
　　　河内芳朋　講師（シーケー金属㈱）
　　　角本龍一　講師（〃）
　　　古市晋太郎　講師（㈱リケン）
　　　坂田吉彦　講師（〃）
　　　西　大輔　講師（東尾メック㈱）
　　　大江慎太郎　講師（〃）
　　　佐野　裕　講師（㈱ベンカン）
　　　田中利憲　講師（〃）
　　　永野誠也　講師（東洋フイツテング㈱）
　　　斎藤晴夫　講師（日本銅センター）
　　　河野浩三　講師（㈱UACJ）
　　　飯田　徹　副委員長（三機工業㈱）
　　　中村　勉　委員長（須賀工業㈱）

開会　９：00

１．配管技能講習ガイダンス

　９：00～９：10…富澤部会長より２日目の配管技能講習ガイダンス

２．ステンレス配管の機械的接合法

　１）ステンレス配管接合法の基礎知識（含む、溶接接合）

　　９：10～９：30…中村委員長

　２）SUSメカニカル接合の実演と実習

　　９：40～12：00（20分×６管継手方式）…

　　進行：佐藤講師、鈴木講師（ジャパン・エンヂニアリング㈱）

　　以下６管継手に関しては、受講者を６班に分け順送りに説明

受ける。

　　①拡管式：ゼットロック（20Su）…藤澤講師、木ノ下講師、高木講師

　　②プレス式：SUSプレス（20Su）…河内講師、角本講師

　　③拡管式：サスフィット（20Su）…古市講師、坂田講師

　　④転造ねじ式：アバカス継手（20Su）…西講師、大江講師

　　⑤ハウジング形（60Su）…鈴木講師

　　⑥ダブルプレス式：モルコジョイント（20Su）…佐野講師、田中講師

　　　※グルービング加工…大西講師、村埜講師

［昼食］：12：00～13：00

　３）溶接接合実演

　　13：00～14：00（65A、100A）…佐藤講師、山口講師、溶接技

能者…渡辺氏

３．銅配管の接合法

　１）建築設備用銅管はんだ付・ろう付の基礎知識及びメカニカ

ル継手の紹介

　　14：00～14：40…宮嶋講師（兼工業㈱）

　２）実演組立て…富澤部会長

　３）実演…14：45～15：35　２班に分かれて見学、片方終了後交代

　　①硬ろう付実演50A…永野講師

　　②はんだ付実演…富澤部会長、宮嶋講師

　　③メカニカル継手実演…永野講師、佐野講師、田中講師

　４）銅配管はんだ付実習

　　15：40～17：10（５班に分かれて実施）…総合指導：宮嶋講師

　　※受け持ち班…①大西講師、②富澤部会長、

　　　　　　　　　③宮嶋講師、④斎藤講師、

　　　　　　　　　⑤河野講師

　　※空圧試験指導…山岸龍生講師

４．Q＆Aとまとめ（講義室において）…受講者と講師陣

５．修了式　17：10～17：30…富澤鋭司部会長

閉会　17：30
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第13回配管技能講習会２日目の実施写真①

ステンレス配管接合法の基礎知識 SUSメカニカル接合の実演と実習⑤

配管技能講習ガイダンス SUSメカニカル接合の実演と実習④

SUSメカニカル接合の実演と実習① SUSメカニカル接合の実演と実習⑥

SUSメカニカル接合の実演と実習② SUSメカニカル接合の実演と実習⑦

SUSメカニカル接合の実演と実習③ SUS溶接接合
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銅管　はんだ付実習①

SUS溶接接合 銅管　はんだ付実習②

銅管　硬ろう付実演 銅管　はんだ付実習③

銅管　メカニカル継手実演 銅管　漏洩空圧テスト

銅管　はんだ付施工指導 講習修了書の授与

第13回配管技能講習会２日目の実施写真②
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特集：配管技能講習会

３日目・概要説明

臼田淳一　大成設備株式会社

　３日目の部会長を担当させて頂いております臼田です。
　当社は、給排水設備研究会の賛助会員として、従前、
事業委員会（旧企画委員会）の委員として担当者を決め
て各種活動に参加しております。当社の前任担当者か
ら、私が引継ぎ、2013年４月より事業委員会の委員とし
て活動いたしております。私は配管技能講習会の３日目
の樹脂管の講習会の進行役として、一昨年と昨年に参加
し、冒頭の樹脂管の基礎知識の概要説明もさせて頂いて
おります。
　私事で恐縮ですが、私は元々、総合建設会社（ゼネコ
ン）の設備社員として仕事をしてきましたが、定年直前
に退社して、2011年４月より現在の会社へ移り、設備専
門会社の技術・品管担当部署で仕事をしております。そ
して2013年から、給排水設備研究会の事業委員会の行事
のなかで、配管技能講習会、各種見学会等の担当として
活動させて頂いております。
　配管技能講習会は各種配管材料、継手、施工方法の座
学講義の講習のみではなく、受講者の方に実際に配管材
料等を手にして頂き、加工、接合作業等の施工を実習体
験して実感して頂くことを目的としている講習会です。
当日の樹脂管の講習としては、まず冒頭で、私より各種
樹脂管の概要説明を行い、その後、各管材メーカーの技
術担当の講師の方より、硬質ポリ塩化ビニル管、ポリブ
テン管、架橋ポリエチレン管及び、アルミ三層管の４種
類の座学講義及び講師の方より施工の指導を行いながら
受講者の方自身が施工の実習体験を行っています。
　受講者の方のなかには、初めて、その配管材料、継手
を見たという方や自分の手で触ったという方もおられま
す。日常、設備設計図面等で管材、継手の名称、文字は
見ていたが、実物を実際に目でみて、触ったことで、そ
の特徴、特性、大きさ、重量等を理解し、そして正しい
施工方法や注意点等を実感されたという感想やご意見を
講習会終了時の受講者の方に記入して頂くアンケートに
て拝見させて頂いております。
　昨年度、第13回講習会の受講者は34名と多数の方に出

席して頂きました。受講者の方の勤務先は、設計事務
所、設備管理会社、総合建設会社、設備専門会社、機材
メーカー等の各種企業の方でした。受講者の方がお互い
他の企業の方と一緒に講習会に参加されて、色々な交流
も図れると思われますので、社内の研修とは違った場面
で色々な情報交換の機会としても活用して頂ければ、設
備業界として、将来に向けてより一層の発展へのきっか
けや受講者の方の技術力向上、スキルアップにもお役に
立てさせていただければ幸いに存じます。
　また、例年の講習会終了時の受講者の方が記入された
アンケートを拝見して、後日開催する事業委員会にて各
委員にて反省会を行っております。年代の若い受講者の
方もおられますので、中々気が付かないことや貴重なご
意見、ご提案等を今後の講習会の計画において検討させ
て頂き、より一層、内容の充実したプログラムの立案等
を協議、検討して参りたいと存じます。
　またすでに受講された方々におかれましては、自社の
上司や同僚、後輩の方へ講習会の様子等についてお伝え
して頂き、次回の講習会へ他の社員の方の参加を勧めて
頂きたく、是非ともよろしくお願い申し上げます。
　各地の建築現場にて各種配管施工が行われています
が、正しい知識と適正な施工方法により、不具合の無い
良好な配管工事が効率的に行われますよう、この配管技
能講習会が微力ながらその一助になれますことを祈念さ
せて頂きます。
　なお、毎年、配管技能講習会に対して、講師の方の派
遣や配管材料、各種工具等のご提供及び、実習施工体験
でのご指導にご協力して頂いておられる、塩化ビニル
管・継手協会様、ポリブテンパイプ工業会様、架橋ポリ
エチレン管工業会様、そして、三層管メーカーの㈱タブ
チ様へこの場をお借りして、御礼を申し上げます。
　今後も引き続き、この配管技能講習会へのご協力を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第13回講習会の実施プログラム
2014年９月26日（金）　参加者34名

司会：臼田淳一　部会長
受付：山田賢次　委員、山岸龍生　委員
写真：臼田淳一　委員
担当：臼田淳一　部会長（大成設備㈱）
　　　山田賢次　委員
　　　遠藤仁樹　委員（橋本総業㈱）
　　　山岸龍生　委員
　　　相本義昭　講師（塩化ビニル管・継手協会）
　　　松岡克弘　講師（〃）
　　　舘　正樹　講師（日本プラスチック工業㈱）
　　　槇戸康浩　講師（〃）
　　　大友章弘　講師（積水化学工業㈱環境・
� ライフラインカンパニー）
　　　市川雅也　講師（セキスイ管材テクニックス㈱）
　　　宮道智嗣　講師（〃）
　　　今泉一二三　講師（架橋ポリエチレン管
� 工業会事務局長）
　　　南田州彦　講師（㈱タブチ）
　　　藤田容彬　講師（〃）
　　　西條一樹　講師（〃）
　　　丹野仁司　講師（〃）
　　　豊福俊郎　講師（〃）
　　　中村　裕　講師（〃）

　　　倉田丈司　委員（LIXIL）
　　　飯田　徹　副委員長（三機工業㈱）
　　　中村　勉　委員長（須賀工業㈱）

開会　９：00

１．講習会のガイダンスとスケジュール等の説明、

　各種樹脂管の概要説明　９：10～９：30…臼田部会長

　１）硬質ポリ塩化ビニル管接合法の基礎知識

　２）架橋ポリエチレン配管接合工法の基礎知識

　３）ポリブテン配管接合法工法の基礎知識

　４）三層管配管システム接合法工法の基礎知識

２．塩ビ配管の部

　９：40～11：55…相本講師、松岡講師、 舘講師、槇戸講師

　１）給水用・排水用塩化ビニル管継手に付いて説明（パワーポ

イント）

　２）事故事例に付いて、事故現品を受講者へ回覧

　３）接着接合方法の実演と実習（受講者を４班に分け同時並行実施）

　４）各受講者の給水VP実習組立配管の空気圧テスト水中で実施

　５）Q＆Aとまとめ

【昼食】　12：00～13：00

３．ポリブテン配管の部

　13：10～15：05…大友講師、市川講師、 宮道講師

　１）ポリブテン管配管方法の留意点（パワーポイント）

　２）配管接合実習・施工体験（受講者を３班に分け、ローテー

ションで３種類）

　　①　電気融着継手の接合方法の実習

　　②　熱融着継手の接合方法の実習

　　③　メカニカル式継手の接合の実習

　３）Q＆Aとまとめ

４．架橋ポリエチレン配管の部

　15：15～15：55…今泉講師、 市川講師

　１）架橋ポリエチレン管配管方法の留意点（パワーポイント）

　２）メカニカル式継手の接合（管材と継手サンプルを各受講者

へ配布、簡単な実習）

　３）Q＆Aとまとめ

５．三層管配管システム配管の部

　16：00pm～16：55…南田講師、藤田講師、西條講師、丹野講師、

　　　　　　　　　豊福講師、中村講師

　１）三層管システムの特徴について簡潔に説明する。

　２）三層管システム配管方法の留意点

　３）配管支持・固定の留意点

　４）ワンタッチ継手の接合実習（受講者を８班に分け同時並行

実施）

　５）Q＆Aとまとめ

６．各受講者よりアンケート提出、各受講者へ講習修了証配布、

確認

　受講者へ本日受講の御礼、ご活躍の祈念、締めの挨拶

　17：00～17：10…臼田部会長

閉会　17：10



22／給排水設備研究　Vol.32.No.2（2015.7）

第13回配管技能講習会３日目の実施写真①
塩ビ配管　座学講義　実習施工体験 ポリブテン配管　座学講義　実習施工体験

研修室 研修室

実習室 実習室

配管組立図

空気圧試験
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第13回配管技能講習会３日目の実施写真②
架橋ポリエチレン配管　座学講義　簡単な実習 三層管　座学講義　実演　実習施工体験

研修室 研修室

実習室
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特集：配管技能講習会

配管技能講習会に参加して
光永威彦　（株）山下設計　技術設計部門 機械設備設計部

　昨年度に開催された第13回の給排水設備研究会の配管
技能講習会に、山下設計から私を含めて３名、初参加さ
せて頂きました。そして、今年度の講習会も何名かぜひ
参加させて頂こうと考えております。なぜならば、こち
らの講習会では、設計事務所の現業だけでは、なかなか
得ることのできない貴重な経験ができるからです。
配管と設計事務所
　配管は、よく人体における血液のように例えられ、要
所と要所を繋ぐ、貴重な役割を担っています。その配管
のことを熟知せずに設計することは、重大な不具合を起
こす要因となるため、正しい知識を習得することが肝要
と考えます。一方で、建築設備で扱う配管には、鋼管・
ステンレス管・銅管などの金属管、硬質ポリ塩化ビニル
管・ポリエチレン管・ポリブテン管などの樹脂管に加え、
耐火二層管のような複合管といった具合に、多種多様な
管材、およびそれに対応する継手があります。設計にお
ける配管計画では、その多種多様な管材の中から、コス
トや信頼性を鑑みて、管内を流れる流体の特性に適合し
た管材および継手を選定する必要がありますが、設計経
験の浅い設計者にとって、それは容易ではありません。
　私も含め、若かりし頃の設計事務所の設備設計者は、
日々の業務に忙殺されていることもあり、管材について
体系的に学ぶ機会も少なく、しっかりとした知識の蓄積
がされにくい環境にあります。また、社内の経験則や施
主側の指定仕様による管材選定で、大きな問題が発生す
ることも少ないため、ついつい知見を深めることを後回
しにしてしまっている傾向があると思います。さらに、
自助努力で知見を深める場合においても、教科書の情報
ではなかなか生きた情報が得られにくく、また、イン
ターネット検索では、情報が溢れており正しい情報を得
ることが難しいこともその一因ではないかと考えます。
講習会で得られる知識や経験
　今回、参加させて頂いた配管技能講習会は、非常に内
容が濃く、朝から夕方まで計３日間に渡り開催されまし
た。配管用炭素鋼鋼管・ステンレス管・硬質ポリ塩化ビ
ニル管を筆頭に、多数の代表的な管材に関する知識を、
それぞれ管材ごとに座学と実習の併せ技で学ぶことがで
きました。また、実習にて実際に管材や継手に触り、接
合や溶接を行うことで、それらの特徴の理解も円滑とな
り、さらに、記憶に強く留めることができました。ま

た、優秀な配管技能を有した専門のスペシャリストの
方々による指導であったため、信頼性も高く、正しい知
識を得られている実感があり、正確な情報を体系的に学
べる貴重な機会であると感じました。
　実習は、講習会の参加者全員が体験することができま
した。そのため、受講後のお土産として、自分が実習に
て施工した配管の一部を持ち帰ることが可能で、後日の
社内での情報共有の際に活用させて頂きました。また、
管材や継手に関する最新版カタログも大量に頂戴できる
ため、設計での配管選定時の資料として、今でもとても
重宝しています。
今後、参加される方へ
　正直に申し上げて、受講する前までは、受講料が若干
高く気が引けておりました。しかし、金額が高額な分、
座学の内容は濃く専門的であり、また、実習では少人数
に対して、講師の方がついて下さるので、受講後は受講
料に対する対価は十分にあると感じました。設計経験の
浅い方にとっては、今後の設計業務に生きる内容が多
く、また、中堅層の方におかれましても、新しい発見が
必ずある講習会であると思います。ぜひ機会がありまし
たら、参加をご検討いただければ思います。
結び
　これは個人的な希望ではありますが、講習後に、講習
会の講師の方々や、参加者の方々との簡単な交流会があ
ればよいなと思いました。その場で皆さんと懇親が深め
られるうえ、講習会の内容に関する追加質疑や、日々の
業務の中で抱えている疑問の情報交換などができれば、
さらに有益でないかと考えます。ぜひご一考いただけれ
ば幸いです。
　最後となりましたが、配管技術講習会の開催にあたり、
尽力された委員各位、貴重な技術を教えていただいた講
師各位に御礼を申し上げます。ありがとうございました。

第13回　３日目
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　三菱地所設計の伊藤と申します。この度、ご縁があり
配管技能講習に関連して記事を執筆させていただくこと
となりました。
　私は現在入社４年目で、入社当初より地域冷暖房施設
の設計監理を行う部署に所属し、業務では地域冷暖房施
設での熱源設備の改修等に携わらせていただいておりま
す。ハイレベルな知識を求められる業界で、勉強するこ
とが多く、新しい発見の毎日です。
　本記事では、先日受講致しました配管技能講習会につ
いて、講習会でどのような知識を得られたか、またそれ
を現業にどう活かせたかなどを書かせていただきたいと
思います。
　私は３年前に配管技能講習会の１日目の「配管用炭素
鋼管」を２年前に２日目の「ステンレス鋼管・銅管」の
回を昨年は３日目の「樹脂管」の回を受講させていただ
きました。２年前のステンレス鋼管・銅管の講義では管
の特色や接合法として溶接接合等を教えていただきまし
て、実際に受講後に私の携わった物件では溶接接合を用
いることが多く、設計監理を行うにあたり大変有意義な
講義になりました。そして昨年も講習会のご案内をいた
だき、内容を変えて「樹脂管」の回を受講させていただ
いた次第です。
　入社以来私が携わった設計物件では主にステンレス管
や炭素鋼鋼管を使用しており樹脂管は使用する機会が少
なかったため、知識として樹脂管の特性等は知っていて
も実務上の知識はほとんど持っておらず、また実際の施
工現場も見ることがありませんでした。そのため、配管
技能講習会で実際の接合法等を自分の手をもって学べた
ことは非常に有意義な経験となりました。実際に、受講
後に携わった物件で樹脂管を設計する際には、現場での
施工のイメージをもちながら設計を進めることができた
ように感じます。
　配管技能講習会の「樹脂管」の講義では、塩ビ管、ポ
リブテン管、架橋ポリエチレン管について、それぞれの
特性や用途、施工方法等を教えていただきました。ま
た、実技の時間には実際に各種継手を接合する機会をい
ただきました。講義を通じて最も印象に残ったことは、
施工の簡易さです。樹脂管は施工性が良いことが特色の
一つですが、実際に施工してみると、施工経験のない私
でもその場で施工できてしまったくらい作業が単純化さ

れており、驚きました。一方で、実際の事故事例として
講義で紹介していただいたものは、接合時に接着剤の塗
布量が多く配管内部が閉塞してしまったものや、押し込
み保持が不足していたことで配管の抜けが発生してし
まったものなど、単純な施工ミスが原因の事故が多いこ
とも印象的でした。このような施工ミスは施工期間中に
通水試験を行っていても発見できず、竣工後時間をおい
てから露見する点も大きなリスクです。施工方法が簡易
であるだけに、施工時の基本的な注意点（接着剤の適正
量を順守する、標線をきちんと書き規定の保持時間に従
う等）を守れるかどうかがそのまま施工品質に直結する
怖さを感じ、施工に負担を生じさせることのない設計を
行うことがいかに重要かを思い知りました。

　今回、このような実技を含む講義で、これまでの実務
では知りえなかったことを多く学ぶことができました。
　設計を中心に業務を行う私は、日々の業務の中では施
工に触れる機会が少なく、このような実技の体験ができ
る機会は限られてしまうため、施工体験はとても貴重な
経験になったと感じております。また、どのように施工
されるかを知ることは作業上の制約・支障を減らすこと
につながり、安全性・信頼性の高い設計監理を行う上で
必ず必要になる知識であると感じます。同じく設計を行
う若手にはぜひ経験してほしい内容だと思います。私自
身も、今後、設備設計を行う上で施工時のイメージを強
く持ちながら作図することでよりよい設計を目指してい
きたいと感じております。

第11回　１日目

特集：配管技能講習会

配管技能講習会に参加して
伊藤光太郎　株式会社三菱地所設計
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特集：配管技能講習会

配管技能講習会に参加して
国崎　泰　高砂熱学工業（株）

　第13回の配管技能講習会に１日目から３日目まで参加
させていただきました。普段携わっている現場業務にて
思うことと、この講習会にて学ばせていただいたことに
ついて書かせていただきます。
　現在は入社して５年目となり、昨年度より衛生技術課
に所属しております。入社１年目より現場に配属とな
り、空調設備の施工管理・設計を担当しました。最初の
頃は空調設備もビルマルチパッケージが採用された現場
に配属されることが多く、直接関わる配管材はほとんど
VP管、銅管のみでした。鋼管はもちろん、SUS管、樹脂
管についても実際に触れて加工体験などしたことはあり
ませんでした。同様にねじ接合や、ハウジング接合など
はなかなか知識として吸収できていませんでした。そし
て衛生工事を担当することになった際に、現場業務では
特に管材などの資材の手配に悩まされた記憶がありま
す。先輩の指導を受けながら、何度も色々なカタログを
読み漁っていました。最近では現場にて後輩を指導して
いますが、現場ではなかなかまとまった時間が取れず、
理論立てて指導することも難しいことがあります。
　今回参加させていただきました配管技能講習会では、
様々な管種について学びました。現場監督として、管材
の作業手順や、保管方法、また安全注意事項を学びまし
た。座学では、資料に基づいて各管種のメリット・デメ
リットを学び、また品質事故事例を学びました。各メー
カーのカタログや設計資料集をいただき、今も設計業務
に役立たせていただいています。
　実技として実際に配管接合を体験させていただくこと
で、作業のしやすさ・大変さを学びました。ねじ接合で
も拡管接合でも、１本配管を伸ばすための作業工程の多
さを学んだことは特に勉強になりました。それぞれの接
合方法において、それぞれ配管を加工する機材がありま
す。それぞれの機材がどの程度の重量で、加工するには
どれくらいのスペースが必要で、またその機材使用時の
注意点を体験できたことは、今後の現場業務にすぐに役
立つ内容だと思います。実技の際には、各管材メーカー
の方々にご指導いただき、配管加工の作業手順、安全注
意事項を学びました。合わせて施工管理のポイントを教
えていただきました。その際、参加者には比較的若手の
方が多いためか話しやすい雰囲気があり、「ここはこう
した方が施工管理しやすいのではないでしょうか？」「こ

ういった製品はあるでしょうか」などとメーカーの方々
交えて話させていただくことができました。同業他社の
方やメーカーの方々とこうして話す機会は少なく、非常
に貴重な時間だったと思います。
　今後は改修工事や配管の更新工事を検討する業務にも
携わります。今までのように現場所長が定めたルールに
則った施工だけでなく、自ら管種の選定を行います。そ
の際に、各管種の特徴や作業内容を把握していること
で、現場に合った工事を計画できるのではないかと思い
ます。
　講習会を終えて、この講習会には若手の方にどんどん
参加してもらいたいと思いました。写真や資料といった
座学だけでなく、管材を実物で見て接続実習を体験し
て、その特徴を学ぶことは非常に勉強になります。現場
業務に携わりながらですと、その都度配属された現場で
採用された管種のみしか学べません。今回講習会では
様々な管種について、特徴、接合方法、作業手順、安全
注意事項、施工管理ポイントなどをまとめて学べまし
た。今後特に後輩には積極的に講習会を勧めて、現場業
務だけではなかなか得られない知識と経験を得てもらい
たいと思います。
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配管技能講習会に参加して
永田修三　株式会社日本設計　環境・設備設計群

　私が「配管技能講習会」に参加させて頂いたのは、第
10回目の開催となる平成23年（2011年）９月のことです。
組織設計事務所に入社し、設備設計の分野に従事して７
年間が経過した頃でした。一人前になるまでに十年から
十数年を要すると言われる建築業界ですが、一方で、設
備担当者は５年程度の経験があれば概ねひと通りのこと
は分かってますよね、という雰囲気もあります。自分自
身はと言うと、当時、方々のクライアントや現場での打
合せに奔走しながら、会話の中で露呈する自身の知識や
経験のなさが情けなく、悶々とした思いを抱えておりま
した。日々の業務の中で、新たな知識を得るおもしろみ
や喜びを感じつつも、現実問題としては、自分の至らな
さを悔しく思う気持ちの方が何倍も強かったように思い
ます。設計という職業柄、特に施工関連のことにはめっ
ぽう弱く、現場では「わかってないかもしれないですけ
ど設計的にはこうなんです」という言い方をよくしてい
たような気がします（言い方が少し変わっただけで、今
でも同じようなことを言っている気もしますが・・・）。
　そんな状況の中、一筋の光として目の前に現れたの
が、この「配管技能講習会」という機会でした。弊社か
らはそれまで本講習会への参加実績がありませんでした
が、たまたま当時の上司が研究会理事の方からご案内を
頂戴し、近くにいた小生に知らせてくれた、という経緯
です。
　案内文には、「是非、１年生から３年生くらいまでの
若い方に参加頂きたい」と書いてあったので、７年生の
自分はちょっと対象外なのかも、と気後れしましたが、
講習内容を読めば読むほど、「こんなに今の自分にぴっ
たりな講習会はない」と感じました。何か新しい視野が
開けるのではないかという気がして、業務を調整してな
んとしても参加しようという思いを強くしました。社内
では、過去の参加実績がなかったことと、一人で３日間
も社外講習に行くのか、という点で多少の障壁（？）も
ありましたが、「無理なら代休取って行こうかな、と思
うくらいに行きたいです。」と進言すると、上司が気持
ちよく送り出してくれました。
　設計という役割柄、日頃の業務は、施主打合せ、行政
折衝、現場での設計内容に関する打合せ、社内打合せ、
の繰り返しです。現場に行って工事進捗を目にする機会
はあれど、隔週や月１回という頻度なので、配管施工が

具体的にどんな作業なのか直接的に感じ取ることのでき
る機会はほぼありません。自分の担当している物件の現
場でしっかり勉強してきなさいという話もありますが、
駆け出しの設計者は、現場から出された質疑に回答する
ことで精一杯、という現実もあるかと思います（反省す
ること多々ですが）。
　そのような状況であったため、本講習会に臨む際の期
待は大きく、「この３日間で出来る限りのことを吸収し
て、ここ数年間の配管に関するモヤモヤを解消してやる
ぞ！」という意気込みで参加させて頂きました。
　さて、実際に参加してみてですが。やはり、受講者は
入社１年目から３年目くらいの方が多かったようです。
30代がウキウキで参加しているのは気恥ずかしいので、
出来るだけ平静を装うよう努めました。講義は、座学と
実習とをほぼ交互に行うかたちでしたが、座学では各種
配管と継手の性質や注意点をわかりやすく説明頂きまし
た。素通りしてしまっていた基本事項を再確認するとと
もに、配管清掃時のトラブル事例など、設計実務として
も大いに考えるべきポイントの解説も多々あり、大変参
考になりました。また、個人的にたのしみにしていた各
種実習は、期待通り有意義なものとなりました。実際に
数種の接合作業をやってみて、「簡単にできる」ものと、

「かなり時間をかけて慣れないと出来る気がしない」も
のがあることが良くわかりました。また、簡単だからこ
そ発生するミスもあり、それをどう管理するのか等、机
に向かって調べたり考えたりしてもなかなかピンとこな
い点を体験し知ることができました。上司に案内を下
さった当時の理事の方が最終日に、「忙しいだろうによ
くぞ来た」と声をかけて下さったことも忘れられません。
　現在でも、本講習会で得た知識や体験が、さまざまな
場面で判断材料のひとつになっていたり、考える手掛か
り足掛かりになっていると感じます。設計従事者にとっ
ては配管に関する「実学」の場を提供してくださってい
る大変貴重な講習会だと思います。開催には様々な苦労
がありつつも多くの皆様のご尽力によって継続されてき
たとうかがっております。受講生の１人として感謝申し
上げるとともに、今後も本講習会が継続され、多くの若
手技術者に活用されることを願います。
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坂田　実　（株）竹中工務店　東京本店設備部設備技術グループ　副部長

　私は総合建設業の設備施工部門に所属し、最新技術か
ら不具合事象に至る様々な技術情報を収集し、社内へ水
平展開することを主業務としています。その一貫とし
て、若年層技術者への教育プログラムの立案なども担当
しております。昨今ではどの企業も社員の年齢構成上、
若年層技術者の技術レベルの底上げが課題となっている
と感じます。当社も同様でその為にどういった内容をプ
ログラムに組み込むかということに日々、頭を悩ませて
おります。
　そのような私のところに、この「配管技能講習会」の
案内が届き、自社ではなかなか企画し切れないような実
演・実技中心の講義内容に非常に興味を持ちました。早
速、事務局へ、もっと詳細な内容を教えてもらうべく問
い合わせ、前年の活動報告をいただいたのですが、講習
内容に実感を得られませんでした。そこで、「若手では
ないけれど、まずは自分で行ってみよう！」と思い、参
加を決めました。社内事情（業務及び予算）により、３
日間のうち、１日のみ受講することになり、「ステンレ
ス鋼管の溶接」と「銅管のろう付け接合」がある第２日
目を申込みました。
　当日は、ステンレス鋼管の講習から始まりました。
（経験年数的に復習レベルであった）座学が終わり、メ
カニカル継手の実演・実技に移りました。計６社のメー
カー様が一同に会する形態は、給排水設備研究会様だか
ら企画できる特徴の一つだと思います。メーカー毎に、
独自に開発された商品の構造や施工のポイントの説明を
受けた後に、実際に自分で接続をします。メーカー様に
よっては、「いかに施工が簡単か」をアピールされるの
ですが、私は、敢えて意地悪質問をし、メーカー様がど
こまで漏れない構造を考えて商品開発をされているのか
を引き出すようにしたおかげで、商品知識がより深まっ
たように思います。
　次は、私の第１の目的のステンレス鋼管の溶接実演で
す。現場ではなかなか見られない溶接後の内側の状態を
見ることによりバックシールの大切さを実感でき、やは
り、ステンレス鋼管の溶接接合は確実にバックシールの
できる工場溶接で計画することの大切さを改めて実感し
ました。
　午後は、銅管の講習でした。現在では、給湯配管はス
テンレス管が主流となり、銅管はあまり見られなくなり

ました。逆に、さらに内圧の高い冷媒管は銅管が主流と
なっています。私は会社に入って20年以上経ちますが銅
管のろう付け不良による漏れは殆ど聞かず、それは何故
なのかを知りたいというのが第２の目的でした。座学
のあと、参加者全員が演習キットを使い、自分でろう
付け接続を行うという実技講習でした。実際に自分で
やってみると、ろうが継手と銅管の隙間に毛細管現象で
ピューっと入って行く様がよくわかりました。最終的に
組みあがった配管は空圧試験で漏れ確認を行うという本
格的なものでした。私は一発合格できましたし、ある程
度慣れれば比較的漏れにくい接続方法だということがわ
かり、長年の疑問が解けました。
　受講者の多くは、機械系設備工事会社の若年層技術者
で、プログラム的にそのような傾向が出るのかなと思い
ますが、我々のような総合建設業のみならず、設計事務
所や管理会社にお勤めの設備系技術者の方にも、設備工
事の基本品質である配管接合を知ることは大事だと思い
ますので、自信を持ってお奨めします。

銅管のろう付け接続実技講習

講習後の記念撮影




