
i 

目次 

ページ 

1. パイプラインに関する法規，規格 

1.1 国内のパイプラインに関する法規  

1.1.1 ガス事業法 ········································································································ 1-1 

1.1.2 高圧ガス保安法 ·································································································· 1-1 

1.1.3 電気事業法 ········································································································ 1-1 

1.1.4 溶接施工に関する各法規の記述 ············································································· 1-1 

1.1.5 ガス導管事業者 ·································································································· 1-1 

1.2 海外のパイプラインに関する法規 

1.2.1 API 1104 ·········································································································· 1-4 

1.2.2 ASME B31.8 ····································································································· 1-4 

1.2.3 ISO 13623 ········································································································ 1-4 

1.2.4 BS EN14161 ····································································································· 1-4 

1.2.5 DNV OS-F101 ··································································································· 1-5 

（添付資料）パイプライン関係法令の動向調査·································································· 1-7 

 

2. 管材料 

2.1 規 格 

2.1.1 直管の規格 ········································································································ 2-1 

2.1.2 管継手の規格 ····································································································· 2-21 

2.2 管材料の性能 

2.2.1 機械的性質 ········································································································ 2-32 

2.2.2 耐食性 ············································································································· 2-34 

 

3. 溶接材料と継ぎ手性能被覆アーク溶接棒 

3.1 被覆アーク溶接棒 

3.1.1 適用溶接材料の規格 ···························································································· 3-1 

3.1.2 各種溶接施工法と適用溶接材料 ············································································· 3-3 

3.2 ガスシールドアーク溶接ワイヤ 

3.2.1 ソリッドワイヤ ·································································································· 3-8 

3.2.2 ティグ溶接棒 ····································································································· 3-11 

 

4. パイプラインの円周溶接継手の設計 

4.1 ガスパイプラインの溶接継手に関する法的要求事項 ···················································· 4-1 



ii 

4.2 適切な溶接設計（方法） 

4.2.1 溶接継手形式 ····································································································· 4-1 

4.2.2 溶接方法··········································································································· 4-2 

4.2.3 溶接部の形状等の条件 ························································································· 4-4 

4.3 溶接部の強度設計 

4.3.1 母材強度との関係 ······························································································· 4-7 

4.3.2 溶接部の靭性 ····································································································· 4-7 

4.4 溶接部欠陥の設計上の扱い 

4.4.1 溶接欠陥の種類 ·································································································· 4-7 

4.4.2 ガス事業法でのきずに対する規定 ·········································································· 4-7 

4.4.3 欠陥の種類と溶接継手に与える影響度合い ······························································ 4-8 

 

5. 溶接施工 

5.1 パイプライン敷設施工の特徴 ····················································································· 5-1 

5.2 開先形状 ················································································································ 5-3 

5.3 開先合わせ ············································································································· 5-4 

5.4 溶接方法 ················································································································ 5-5 

 

6. 溶接施工管理 

6.1 溶接施工法確認試験 

6.1.1 溶接施工法確認試験の概要 ··················································································· 6-1 

6.1.2 溶接施工法確認試験の要求事項 ············································································· 6-1 

6.2 溶接士技能確認試験 

6.2.1 溶接士技能確認試験の概要 ··················································································· 6-5 

6.2.2 溶接士技能確認試験の要求事項 ············································································· 6-5 

6.3 施工管理 

6.3.1 溶接施工要領書 ·································································································· 6-9 

6.3.2 現地溶接施工管理 ······························································································· 6-9 

 

7. 溶接部の非破壊検査 

7.1 概 要 

7.1.1 非破壊検査の目的 ······························································································· 7-1 

7.1.2 非破壊検査の種類 ······························································································· 7-1 

7.1.3 パイプラインの非破壊検査に関する規格 ································································· 7-2 

7.1.4 非破壊検査の計画と実施 ······················································································ 7-2 

7.1.5 非破壊検査の限界 ······························································································· 7-3 

7.2 非破壊試験方法 

7.2.1 放射線透過試験 ·································································································· 7-3 



iii 

7.2.2 超音波探傷試験 ·································································································· 7-6 

7.2.3 磁粉探傷試験 ····································································································· 7-8 

7.2.4 浸透探傷試験 ····································································································· 7-9 

7.3 規 格 ··················································································································· 7-11 

7.4 新しい非破壊試験方法 

7.4.1 フェーズドアレイ超音波探傷法 ············································································· 7-12 

7.4.2 TOFD 法（Time of Flight Diffraction） ····································································· 7-13 

 

8. 維持管理の現状 

8.1 ガス業界におけるガスパイプラインの維持管理 

8.1.1 一般事項··········································································································· 8-1 

8.1.2 維持管理情報の整備と活用 ··················································································· 8-1 

8.1.3 ガスパイプライン及び付属設備の管理 ···································································· 8-2 

8.1.4 防食管理··········································································································· 8-2 

8.1.5 輸送・供給圧力の管理 ························································································· 8-3 

8.1.6 他工事に伴うガスパイプライン等の管理 ································································· 8-4 

8.2 修理・復旧 

8.2.1 応急修理··········································································································· 8-5 

8.2.2 修理・復旧 ········································································································ 8-6 

 

9. ガス用ポリエチレン管の現状 

9.1 ガス用ポリエチレン管採用の経緯 ··············································································· 9-1 

9.2 最高使用圧力 ·········································································································· 9-1 

9.3 ガス用ポリエチレン管及び管継手の物性・性能 

9.3.1 ガス用ポリエチレン管及び管継手の性能規定 ··························································· 9-1 

9.3.2 基本物性··········································································································· 9-3 

9.4 接 合 

9.4.1 融着接合··········································································································· 9-8 

9.4.2 融着の適合性 ····································································································· 9-11 

9.4.3 HF 接合部の検査基準 ·························································································· 9-12 

9.4.4 エレクトロフュージョン(EF)接合部の検査基準 ························································ 9-14 

9.4.5 機械的接合 ········································································································ 9-15 

9.4.6 機械的接合の性能 ······························································································· 9-16 

 

10. パイプライン技術の動向と今後の課題 

10.1 天然ガスパイプライン建設の動向 ·············································································· 10-1 

10.2 材 料 

10.2.1 高強度鋼管の適用 ····························································································· 10-2 



iv 

10.2.2 溶接材料の高強度化への対応 ·············································································· 10-2 

10.3 パイプラインの現場溶接施工法 ················································································· 10-2 

10.4 検査の高能率化 ····································································································· 10-2 

10.5 維持管理技術 ········································································································ 10-3 

10.6 今後の展望 ··········································································································· 10-4 

 



 

 

1-1 

1. パイプラインに関する法規・規格 

 本章では、パイプラインに関する国内、海外の法規・規格について紹介する。 

1.1 国内のパイプラインに関する法規 
日本国内におけるパイプラインに関わる法規には、代表的なものとしてガス事業法、高圧ガス保安法、

鉱山保安法、電気事業法がある。ガス事業法、高圧ガス保安法、電気事業法は事業規制と保安規制とが同

一の法で規定されているが、鉱山保安法は保安規制のみの体系となっている。 

当該法体系の関連する数条でパイプラインに関する保安規制（以下「技術基準」）が構成されている。以

下、保安規制を中心に記載する。 

1.1.1 ガス事業法 
ガス事業法においては、パイプラインはガス工作物として規制対象となっている。技術基準は性能規定

化されており、事業者の自己責任において具体的な仕様を決定するスキームとなっている。 

性能規定化された技術基準を満たす具体的な例示基準として、国は「解釈例」を指し示している。「解釈

例」は従来のガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示をベースに具体的な仕様を規定したものであ

る。 

さらに、国が定める技術基準及び解釈例について分かり易く説明及び参考事項を明示するものとして、

業界の自主基準の指針である（社）日本ガス協会発行の「本支管指針」及び「高圧導管指針」等がある。 

1.1.2 高圧ガス保安法 
高圧ガス保安法は、主として工業ガス製造メーカ等が設置するパイプラインを規定している。ガス事業

法と同じく技術基準は性能規定化つまり機能性基準化されている。経済産業省の通達では、例示基準のと

おりである場合には、当該機能性基準に適合するものとするとしている。 

1.1.3 電気事業法 
電気事業法においては、パイプラインは発電用火力設備として規定されている。ガス事業法と同じく技

術基準は性能規定化されている。 

ガス事業法と同様に、性能規定化された技術基準を満たす具体的な例示基準として、国は「解釈」を指

し示している。 

1.1.4 溶接施工に関する各法規の記述 
各法規毎に構造・材料・溶接・試験に関する記述は表 1-1の通りである。 

1.1.5 ガス導管事業者 
平成 16年 4月のガス事業法改正により、一定の規模以上*1のガスパイプラインを保有する企業も同法の

枠組みの中で「ガス導管事業者」と位置づけられた。これまでガスパイプラインは事業者に対応して、鉱

山保安法、電気事業法および高圧ガス保安法の各技術基準による保安規制が課されてきたが、「ガス導管事

業者」の運用するガスパイプラインについても、新たにガス事業法の技術基準が適用されることとなった。 
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2. 管材料 

天然ガスおよび石油の輸送用パイプラインに使われているラインパイプなどの管材料は、API（American 

Petroleum Institute：米国石油協会）Specification 5L “Specification for Line Pipe”（以下、API 5Lとする）に基

づいて製造されるものが多く適用されている。API 5Lは、2007年発行の 44th Editionから国際規格 ISOと

の統合が図られ API 5L/ISO 3183として発行されている。一方、国内では ISO 3183-2007を基に API 5Lの

要求事項と整合をとった JIS G3476-2011：石油及び天然ガス産業－パイプライン輸送システム用鋼管が制

定されているがまだ適用実績が少ない。よって、ここでは、API 5Lに規定される鋼管を中心に規格の構成

と鋼管の強度、じん性などの機械的強度について紹介する。また、JIS 規格に定める鋼管についても参考

として併せて紹介する。なお、API 5Lは、管継手（異形管）などの管材料を網羅してないため JISに規定

する管継手や高強度の管継手の製造について一部紹介するとともに、これらの製造技術についても簡単に

紹介することとする。 

2.1 規格 

2.1.1 直管の規格 

(1) API 5L規格の概要 
API 5Lは、石油および天然ガス産業のガス、水および石油の輸送に用いるのに適したパイプとして、シ

ームレス管のほかに鍛接管、電縫管、UOE 管、スパイラル管などの溶接管で外径 2,314mm（84 インチ）

までを規定している。ここに規定する管は、炭素鋼で造られたものであり、ステンレス鋼管やボイラチュ

ーブ等の高温用鋼管を含まない、いわゆるパイプライン用の炭素鋼管である。 

現在 API 5Lは、2007年 10月に発行された 44th Edition（2008年 10月より発効）が最新版であり、この

版から国際規格 ISOとの整合性を図り ISO 3183-2007（Modified）Petroleum and natural gas industries – Steel 

pipe for pipeline transportation systemsとして発行された。 

API 5Lの改訂経緯は、1984年 5月に API 5L、34th Editionとして当時の API 5L、API 5LX、API 5LSの３

規格が統合され、その後、2000年の 42nd Editionで大幅な改訂がされて、２つの製品規格レベル（Product 

Specification Level）PSL1、PSL2が導入された。2004年の 43rd Editionでは、基本性能に関わる変更・改訂

はなかった。2007年の 44th Editionでは、ISO 3183との統合により、L呼称併記も含めて変更・改訂があっ

た。以下に 44th Editionの PSL2に関する主な変更・改訂を示す。 

 

－44th Edition（2007年）の PSL2の主な変更・改訂－ 

(a) 溶接管へ L625（X90）、L690（X100）、L830（X120）までの規定の追加 

(b) 許容される製造過程と引渡し条件の明記（Table3） 

(c) 化学成分の規定の追加（Siの追加、Vと Nbの個別規定の追加、Cu Ni Cr Moの添加規制の追加など） 

(d) シャルピー値規定の変更（外径 762mm以上でより高い規定値となった） 

(e) 延性破壊伝播の阻止のためのシャルピー値の規定が Annex Gに追記された 

(f) 注文者が特別な仕様を付ける場合の規定が以下の Annex（附属書）に追加された 

Annex B：PSL2の管のための製造工程承認 

Annex G：延性破壊伝播阻止のための PSL2の管 

Annex H：サワーサービスのために注文する PSL2の管 
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Annex I：フローラインを通るパイプとして注文する管 

Annex J：海底パイプラインのために注文する PSL2の管 
 

API 5Lは、大きく分けて下記の項目を規定している。なお、44th Editionでこれらの項目の分類も変更さ

れた。 

① 製 造 

② 品質要求（化学成分、機械的性質、寸法、溶接性など） 

③ 検 査 

④ マーキング 

⑤ コーティングと管端（ネジ山）保護 

⑥ マーキング記録の保存 

⑦ 荷積み 
この中の①製造、②品質要求について次に述べる。 

なお、単位表示は、SI単位系が主になり、米国慣習（USC）単位系（インチ、ポンド）が括弧書きとな

った。ここでは、基本的に SI単位系で記述するが、慣例上インチで表記されることのある管の外径（サイ

ズ）などは、一部そのままインチ単位で表記した。この API規格を実際に適用する場合は、単位系の統一

に注意を願いたい。 

また、購入者が注文書に以下の情報を含めなければならないようになっているので留意願いたい。 

① 数 量（例えは全重量、管の全長） 

② 製品規格レベル PSL（１または２） 

③ パイプのタイプ 

④ ISO 3183の引用 

⑤ 鋼材グレード 

⑥ 外径と管厚 

⑦ 長さと長さのタイプ 

⑧ 付属書適用の確認 
この他に製造者と購入者による受渡当事者間の協定（以下、単に協定とする）で特別な注文をする際に

必要な項目として、a）協定を必要とするもの、b）協定のない限り適用しないもの、c）協定によって適用

できるものが原文 7.2 Additional Informationに明記されているので、必要に応じて参照願いたい。 

(2) 製 造 
パイプのタイプとして、シームレス管と溶接管の製造方法が定められている。溶接管に用いる溶接法と

しては、溶接材料を伴わない連続溶接（鍛接）、電気溶接（電気抵抗溶接または電気誘導加熱溶接）、レー

ザ溶接が認められており、溶接材料を伴うものとして、サブマージアーク溶接、ガスメタルアーク溶接が

認められている。 

溶接管のタイプとして連続溶接管（以下、国内呼称に合わせて鍛接管という）、電気溶接管（以下、電縫

管という）、レーザ溶接管、長手シームサブマージ溶接管、ガスメタルアーク溶接管、ガスメタルアーク溶

接とサブマージ溶接の組合せ溶接管などが定められている。この他にサブマージ溶接とガスメタルアーク

溶接によるダブルシーム（180 度の位置に 2 つの溶接線を持つ）管およびサブマージアーク溶接によるス

パイラル溶接管（Helical Seam Submerged-Arc Welded Pipe）が認められている。 
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3. 溶接材料と継手性能 

本章で扱う溶接材料とは、前章で述べたパイプ同士を全姿勢の円周溶接によって現地で継ぐための溶接

材料で、被覆アーク溶接棒およびガスシールドアーク溶接ワイヤを対象としている。 

3.1 被覆アーク溶接棒 

3.1.1 適用溶接材料の規格 
現地円周溶接用被覆アーク溶接棒は、溶接金属の強度が母材と同等かまたはそれ以上になるよう、後述

する施工法毎に適正なものが選定される。更に、靭性や耐食性といった特殊な仕様がある場合にはそれに

対応した材料が選定されるが、ここでは前述した API 5Lに規定されたパイプに通常使用される溶接材料の

JIS規格の抜粋を表 3-1に、AWS規格の抜粋を表 3-2に示す。 

現在の JIS Z 3211は、被覆アーク溶接棒に関する国際規格（ISO 2560および ISO 18275）と整合させる

ため、JIS Z 3211に JIS Z 3212および JIS Z 3214を包含し 2008年 12月に改正されたものである。主な改正

に、種類記号で頭文字のアルファベットは被覆アーク溶接棒を示すが Dから Eに変更されていること、続

く２桁の数字は溶着金属の最小引張強さを示すが kgf/mm2単位からMPa単位で３桁の上位２桁を表した変

更などがあり、表 3-1には旧 JISも併記して示すものとする。なお AWSの頭文字 Eに続く２桁の数字も溶

着金属の最小引張強さを意味するが ksi単位である。 

 

表 3-1 パイプ用被覆アーク溶接棒の JIS規格（現在、旧）の抜粋 

 規格 種類 被覆剤の系統 溶接姿勢 電流の種類 
引張
強さ
MPa

耐力 1) 
MPa 

伸び 2) 
% 

温度 
℃ 

ｼｬﾙﾋﾟｰ
吸収 
ｴﾈﾙｷﾞｰ

J 

E4303 ライムチタニヤ系 全姿勢 3) AC又は DC± 0 
E4310 DC＋ 
E4311 

ハイセルロース系 全姿勢 

E4316 低水素系 
AC又は DC＋

-30 

E4319 イルミナイト系 
全姿勢 3)

AC又は DC±

≧430 ≧330 ≧20 

-20 
E4910-P1 ハイセルロース系 全姿勢 DC＋ ≧420 
E4916 低水素系 
E4918 鉄粉低水素系 

全姿勢 3) AC又は DC＋
≧490

≧400 
≧20 

E5510-P1 ハイセルロース系 全姿勢 DC＋ ≧550 ≧460 ≧19 

-30 

≧27 

E6216-N1M1U 低水素系 

現在 
JIS 

Z3211 
:2008 

E6218-N1M1U 鉄粉低水素系 
全姿勢 3) AC又は DC＋ ≧620 ≧530 ≧15 -20 ≧47 

D4301 イルミナイト系 ≧47 
D4303 ライムチタニヤ系
D4311 ハイセルロース系

AC又は DC±
≧27 

Z3211 
:2000 

D4316 低水素系 

F,V,O,H 

AC又は DC＋

≧410 ≧330 ≧22 0 

≧47 
D5016 低水素系 ≧490 ≧390 ≧23 
D5316 低水素系 ≧520 ≧410 ≧20 

0 

D5816 低水素系 ≧570 ≧490 ≧18 -5 
≧47 

旧 
JIS 

Z3212 
:2000 

D6216 低水素系 

F,V,O,H AC又は DC＋

≧610 ≧500 ≧17 -20 ≧39 
1) 0.2%耐力又は下降伏点 
2) GL=5d（現在 JIS）、4d（旧 JIS） 
3) 立向姿勢は上進が適用できるもの 
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4. パイプラインの円周溶接継手の設計 

本章では、パイプラインの円周溶接継手の設計について記述するが、主にガスパイプラインの現地溶接

を対象として記述することとする。 

4.1 ガスパイプラインの溶接継手に関する法的要求事項 
ガス工作物は従来からガス事業法を始めとする各種関連法規にて技術上の基準が定められ、事業者はこ

の遵守義務が課せられてきた。 

平成 12年 10月 1日の改正ガス事業法では、従来の国による事細かな規定からガス工作物に求められる

安全確保のために必要な性能を示す性能規定となり、技術基準に適合する仕様等をガス事業者等が自己責

任により選択できるように改正された。そしてこの技術基準を満たす具体的な仕様規格の一例として｢ガス

工作物技術基準の解釈例｣（以下｢解釈例｣）が国より示された。 

解釈例では、溶接部分に関しての規定の大原則は次の通りである。 
 
① 溶接の仕上がり性能が十分である 

溶込みが十分で、溶接による割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以上の強

度であること。 

② 溶接施工方法等が適切であることの事前確認 

適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認したものであること。 

③ 設計、施工、検査が適切に行われることの確認 

適切な溶接設計（溶接方法の種類、溶接部分の形状等をいう。）により適切に溶接されたものであ

り、かつ、有害な欠陥がないこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により適切

に確認されたものであること。 
 
ガス事業者としては、溶接継手を設計する際には、まずはこの規定を最低限遵守することが不可欠とな

る。 

4.2 適切な溶接設計（方法） 

4.2.1 溶接継手形式 
パイプラインの周溶接継手形式は、ガス事業法に規定が設けられている。解釈例第 57条（溶接部の継手

の形式）では配管及び導管の溶接部の継手の形式は、次の表によるものと定められている。 

 

溶接部の継手の位置による分類 溶接部の継手の形式 

分類Ａの継手 B-1継手、B-2継手 

分類Ｂの継手 
B-1継手、B-2継手、B-3継手（最高使用圧力が 0.3MPa未満のものに限る）、
L-3継手（板の厚さが 16mm以下のものに限る） 

分類Ｃの継手 B-1継手、B-2継手、FP継手、PP継手、FW継手 

分類Ｄの継手 B-1継手、B-2継手、FP継手、PP継手、FW継手 

備考 1. この表において、溶接部の継手の位置による分類は、次の図による。 
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分類Ａ：長手継手 
分類Ｂ：周継手で、分類Ｃ及び分類Ｄ以外のもの 
分類Ｃ：フランジ、平板などを取り付ける周継手 
分類Ｄ：ノズルなどを取り付ける溶接継手 

 
2. この表において、溶接部の継手の形式の「B-1継手」、「B-2継手」、「B-3継手」、「L-3継手」、「FP継手」、
「PP継手」、「FW継手」の定義は、JIS B 8265（2008）「圧力容器の構造－一般事項」の「6.1.4 溶接継
手の形式とその使用範囲」（使用範囲の規定は除く。）による。 

 
（｢解釈例｣第 57条（溶接部の継手の形式）より） 

 

4.2.2 溶接方法 

(1) 溶接施工法 
ガス事業法では、溶接品質・溶接施工性等に影響を及ぼすと考えられている以下の確認項目が異なる毎

に１つの溶接施工法とみなし、この溶接施工法毎に確認試験を行うことが規定されている。（なお、溶接施

工法確認試験の詳細は「6. 溶接施工管理」に記載されている。） 

この確認試験に合格した場合は、適切な溶接施工法と解釈される。 

以下に一般的なパイプライン溶接で関係してくる確認事項とそれを確認する必要性（理由）を記載する。 

 

（一般的なパイプラインの溶接条件に関する確認事項） 

・溶接方法（Ａ：被覆アーク溶接、Ｔ：ティグ溶接、Ｓ：その他自動溶接等の溶接方法の区分） 

（必要性）溶接品質・施工性は溶接方法によって異なってくるため。 

・母材（試験材） 

（必要性）母材の化学成分及び機械的性質により、溶接の難易度や割れ感受性が異なるため。 

・溶接棒、溶加材又は心線（フラックスワイヤを含む） 

（必要性）規格や種類、適用条件が異なるため。 

・溶接金属 

（必要性）化学成分及び機械的性質が異なってくるため。 

・予熱（行う又は行わない） 

（必要性）溶接作業性の向上、溶接による収縮変形の減少、溶接部の割れ防止、機械的性質の改善

等に違いがでるため。 

・溶接後熱処理（行う又は行わない） 

（必要性）溶接後熱処理の保持温度及び保持時間が溶接部の残留応力の緩和、機械的性質の改善に

影響するため。 

・シールドガスの種類および混合比 

（必要性）シールドガスを確認事項としているのは、酸化防止、アークの安定度等に影響するため
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5. 溶接施工 

5.1 パイプライン敷設施工の特徴 
パイプラインは、輸送手段としての効率の良さ、経済性の良さ、高い安全性等の理由により敷設距離が

年々増加しており、国内でも 2010年現在 4,000～4,400kmに及んでいる。 

パイプラインの溶接の歴史は次の 2点が特筆される。 
 

(1) 1930年代に開発された高セルロース系溶接棒により、2人ペアの振り分け下進溶接が可能となり、

敷設速度が向上した。 

(2) 1959年炭酸ガス円周自動溶接機の完成により、1969年の CRC社のスプレッド工法に代表される画

期的な内外面溶接システムの実用化により、本格的なパイプライン施工が始まった。 
 
石油、ガスパイプラインは、陸上パイプラインと海底パイプラインに大きく分類される。国内では海底

パイプラインの敷設が少ないことから、本編では陸上パイプラインに限定して記述することとする。 

海外でのパイプライン敷設工法は、山林、田畑にライトオブウェイを 4～24m の幅で、数 10km の距離

で造成し、ライトオブウェイの建設、トレンチ掘削、パイプ配列、溶接、検査、防食、埋め戻し、復旧の

各工程を流れ作業により高速で施工するスプレッド工法が主体である。溶接法はマグ溶接法が採用され、

複数の溶接装置により、初層から最終層までの溶接が分業化され効率的に行われる。能率は 1 日で 1～3

キロと高速敷設が可能である。 

図 5-1にスプレッド工法の施工状況 1）を、図 5-2にスプレッド工法の概要を示す。2） 

機械化、自動化され高速敷設が可能なスプレッド工法は、路線中の河川や鉄道横断の箇所を飛び越して

施工する。その箇所には専用の作業チームが編成され、そのチームが１継手毎施工して最後にスプレッド

工法で施工されたパイプラインに両端を接続する。 

 

 

図 5-1 スプレッド施工状況 
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6. 溶接施工管理 

信頼性のある品質の優れた溶接継手を得るためには、適正な溶接施工法の採用、必要な技能を有する溶

接士の起用、溶接施工の管理および出来上がった溶接部の試験検査が必要である。ここでは、溶接施工法

確認試験、溶接士技能確認試験および施工管理について述べる。 

6.1 溶接施工法確認試験 

6.1.1 溶接施工法確認試験の概要 
溶接施工法の設定に際しては、パイプラインの流体、圧力、温度等の使用条件、設置環境等から要求さ

れる継手部溶接性能を満足することを前提に、施工性、経済性を総合的に検討しなければならない。要求

される継手部溶接性能としては、引張強さ、延性、破壊靭性、疲れ強さなどの機械的性能や耐腐食性、耐

応力腐食性等の耐環境的性能がある。このようにして設定された溶接施工法により目的とする健全な溶接

継手が得られることを確認するため、溶接施工法確認試験が行われる。 

溶接施工法確認試験では、実施工で行おうとしている溶接を供試管で事前に行い、その試験溶接部を機

械試験し、溶接部の性能を判定するものである。「ガス事業法」では「ガス工作物技術基準・同解釈例」に

おいて、技術基準を満たす具体的な仕様規格の一例を解釈例として溶接施工法を示している。 

（本文中の JIS、事業法などの年度は抜粋として一例をあげており、実際に使用する場合は最新版のも

のを参照されたい。） 

6.1.2 溶接施工法確認試験の要求事項 
溶接施工法確認試験は、多少の条件の違いは溶接品質に影響はほとんどないことから、ある範囲の条件

の変更については改めて確認試験を行わなくて良いことになっている。変更すると施工法の確認をやり直

さなければならない条件を確認事項と呼んでいる。 

表 6-1 に「ガス工作物技術基準・同解釈例の解説」における溶接施工法の確認事項を、これらの確認事

項のうち、表 6-2 に溶接方法の区分を、表 6-3 に母材の種類の区分（抜粋）を、表 6-4 に母材の厚さ（試

験板厚と確認板厚）（抜粋）を示す。 

また図 6-1 に、溶接施工法確認試験で実施される試験材が管の場合の機械試験片の種類・個数（抜粋）

を示す。 
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7. 溶接部の非破壊検査 

7.1 概要 
本章では、パイプラインの現地円周溶接部の非破壊検査について記述する。非破壊試験方法に関しては

既に多くの技術書が公刊されているが、パイプラインの円周溶接部の非破壊検査には、被試験体の形状が

管状であり、かつ現地作業であることによる特有の問題があるので、ここでは主に使われる放射線探傷試

験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験および浸透探傷試験について、これらを重点に記述することとする。

なお、試験方法の原理、特徴などについても記述しているので、これから非破壊検査を学ぶ方は参考にし

てもらいたい。 

7.1.1 非破壊検査の目的 
ア－ク溶接部は、高温のアーク熱で溶融した溶接金属が急速に凝固した鋳造組織であるので、鋼材の様

に製鋼過程及び熱処理や圧延時の緻密な制御による組織制御はできない。したがって、その組織は急熱急

冷によって元来不均質であり、溶接継手部には溶接残留応力や溶接変形を生じ、さらには種々の溶接欠陥

を生じやすい。溶接継手は構造物の最弱部であり、その信頼性が構造物の信頼性を決定すると言える。し

たがって、溶接継手の信頼性の確保は極めて重要であり、その手段の１つとして非破壊検査によって溶接

継手部の有害な溶接欠陥が排除される。 

なお、以前は、非破壊試験で検出された指示（模様）を欠陥と総称していたが、欠陥とは合否基準に照

らして不合格として排除されるべき有害なものを指す、との考え方に基づき、非破壊試験で検出された指

示は、きずと称している。 

7.1.2 非破壊検査の種類 
非破壊検査は溶接部の品質を管理・保証するために行われるものであるから、非破壊試験方法には次の

様な特性が要求される。 
 
・ 溶接部のきずに対し、所要の検出性能を有すること。 

・ 均質性・再現性があること。すなわち、試験部位できず検出性が同等で、再現性があること。このた

めに、試験方法は標準化されている必要がある。 

・ 客観性があること。例えば、後日に第三者が試験精度や結果を検証できること。 

・ このためには、所定の記録を残さなければならない。 

・ 結果が直感的にわかりやすいことが望ましい。 
 
この様な特性を有する非破壊試験方法として数多くの方法があるが、パイプラインの様な大型構造物の

現地の非破壊検査に適用し、品質管理・保証に供するには、さらに次の様な特性が必要である。 
 
・ 使用装置が可搬・軽量で現地での作業が可能であること。 

・ 標準化された装置や消耗材料が市販品で入手可能であること。 

・ 非破壊試験の手順やきずの観察・分類方法、従事者の資格が標準化・規格化されていること。 

・ 経済的であること。 

・ 豊富な適用実績があり試験性能について発注者、受注者に共通の認識があること。 
 



7-2 

これらの条件にかなう非破壊試験方法として、現在広く採用されているのは表 7-1に示す 4方法である。 

 

表 7-1 パイプラインの現地溶接部の非破壊試験方法 

検出対象のきずの位置 非破壊試験方法 

磁粉探傷試験法 
溶接部の表面 

浸透探傷試験法 
放射線透過試験法 

溶接部の内部 
超音波探傷試験法 

 

また、溶接部外観の目視検査も表面きずの非破壊検査と分類できる。 

7.1.3 パイプラインの非破壊検査に関する規格 
パイプラインの非破壊検査については、JIS Z 3050-1995（パイプライン溶接部の非破壊検査方法）が発

行されている。これには、一般事項として非破壊試験の技術区分や試験技術者、試験方法として、外観試

験、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験のパイプライン円周溶接部への適用

に際しての要領が記述されている。また、附属書には上記の各非破壊試験の判定基準が示されている。 

7.1.4 非破壊検査の計画と実施 
前述の様に非破壊検査は標準化された方法によって実施される。 

非破壊検査は溶接部の品質管理・保証の重要な手段であるから、所要の水準の検査が確保できる様に、

事前に計画書を作成し、発注者・受注者の両者合意の下に、計画書にしたがって実施されなければならな

い。 

非破壊検査計画書では次の事項を明確にしておかねばならない。 

すなわち、検査を行う部位と検査率、適用する非破壊試験方法、非破壊試験の要領、非破壊試験従事者

の資格、結果の合否判定基準、検査報告書に記載すべき事項、準拠する規格等である。計画書の具体的な

策定に際しては、通常、JIS等の規格や標準が参考にされる。 

例えば、JIS Z 3050では非破壊検査の技術区分としてパイプラインの敷設環境などに応じて、表 7-2に示

す様に A基準と B基準に区分されている。また合否基準は附属書に示されており、各非破壊試験の詳細な

試験要領は準拠すべき JIS規格番号が示されている。 

 

表 7-2 JIS Z 3050における非破壊検査の技術区分 

技術区分 規  定 

A基準 
導管の一般の箇所に適用するもので、溶接部は、原則として外観試験及び放射線透過試験を行う。
この試験が適用できない場合又は特殊な事情の場合には、外面から超音波探傷試験を行い、さらに
外面からの磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う。 

B基準 
特に強度を必要とするなど、導管の特別な箇所に適用するもので、溶接部は、原則として外観試験、
放射線透過試験及び外面からの超音波探傷試験を行い、更に外面から磁粉探傷試験又は浸透探傷試
験を行う。 
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8. 維持管理の現状 

8.1 ガス業界におけるガスパイプラインの維持管理 

8.1.1 一般事項 
ガス事業者は、ガス工作物を法で定める技術上の基準（以下「技術基準」という）に適合するように維

持すべき義務を負っており、巡視、点検及び検査の頻度等その運用の方法については、保有するガス工作

物の実態に即して、保安規程に定め経済産業大臣に届け出るとともに、ガス主任技術者を選任しガス工作

物の維持管理に関する保安の監督をさせなければならないこととなっている。 

ガス工作物であるガスパイプライン等は、ガスの輸送・供給上重要な役割を担っているため、維持管理

に際しては、これらの技術基準及び保安規程を遵守しガスパイプライン等の機能維持を図るとともに、ガ

ス事業者の判断により埋設環境、設置形態等に合わせて点検の頻度を増したり、圧力、流量等の管理を行

うなど的確に状態を把握することに努め、ガスパイプライン等の健全性が損なわれることのないよう事前

に必要な措置を講じ、その長期的な信頼性を確保している。 

ガスパイプラインの漏洩検査、露出した場合の防護措置の基準等についても技術基準に規定されている。

その他の必要な点検・検査には、ガスパイプライン等の埋設環境、設置形態等に応じてガス事業者が必要

と認める他工事把握のための路線巡回点検及び防食状況把握のための点検・検査等が挙げられる。 

8.1.2 維持管理情報の整備と活用 
ガスパイプライン等埋設図及び帳票類はガスパイプライン等の維持管理の基本となるものであり、ガス

パイプライン等の現状が正確に反映されている。ガスパイプライン等埋設図にはガスパイプライン及び付

属設備についての情報が適宜、記載内容の更新を行うとともに容易に活用できるように保存されている。

また、バルブ、電気防食用設備等の設備の種類及び架管、共同溝内配管等の設置形態等を考慮し、帳票類

を作成している。また、漏洩検査記録等のガスパイプライン等の維持管理結果については帳票類としてい

る。 

整備されたガスパイプライン等の維持管理データ等を活用し、ガスパイプライン等の状況の把握及び健

全性の評価を行い、計画的な設備の補修・更新等維持管理の計画・実施に活用し、ガスパイプライン等の

長期的信頼性の確保に努めている。維持管理データ等の種類とその活用すべき維持管理計画の項目例を表

8-1に示す。 
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9. ガス用ポリエチレン管の現状 

9.1 ガス用ポリエチレン管採用の経緯 
米国において、1940年代からガス用導管材料としてのプラスチック管の検討が開始され、①CAB（セル

ローズ・アセテート・ブチレート）、②ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）、③PVC（ポリ

塩化ビニル）、④FRP（ガラス繊維強化プラスチック）、⑤PE（ポリエチレン）などのプラスチック管が検

討され試用された。①経済性、②接合の安定性、③耐ストレスクラック性、④耐薬品性、⑤耐久性、⑥可

とう性などの要求性能を満たさないものから順次淘汰され、1960年代後半には PVCと PEが残った。 

PVCは強度が大で、コスト低廉にもかかわらず、破壊挙動がぜい性的であること、可とう性が少なくコ

イルに巻くことができないこと、溶剤による接着の信頼性が乏しいことなどの理由により、採用は急減し

ている。 

一方、日本では 1972 年頃から大手ガス事業者を中心に調査・研究が開始され、1974 年には日本ガス協

会に専門の検討委員会を設置し、調査・研究活動が行われた。その結果、ポリエチレン管は耐腐食性、可

とう性等の面から、ガス導管材料として優れた特性を有している「中密度ポリエチレン管」が選択された。 

通商産業省においてもガス導管の腐食対策、地震対策等の観点から、ポリエチレン管が有効であるとの

判断から、1979年 3月 JISの制定、また 1982年 11月にはガス事業法の技術基準に低圧ガス導管の主要材

料としてポリエチレン管が新たに規定された。これをきっかけにポリエチレン管の普及が本格化すること

となった。 

9.2 最高使用圧力 
日本では、ガス用ポリエチレン管は低圧（0.1MPa未満）ガス導管の主要材料として広く使用されてきた

が、2003年のガス工作物技術基準の解釈例第 14条の改正がなされ、中圧 B（0.3MPa未満）まで適用でき

ることとなった。 

9.3 ガス用ポリエチレン管及び管継手の物性・性能 

9.3.1 ガス用ポリエチレン管及び管継手の性能規定 
ガス用ポリエチレン管及び管継手の規格は、JISに規定されている。 

 
・ JIS K 6774  ガス用ポリエチレン管（2005） 

・ JIS K 6775-1 ガス用ポリエチレン管継手 第１部（ヒートフュージョン継手）（2005） 

・ JIS K 6775-2 ガス用ポリエチレン管継手 第２部（スピゴット継手）（2005） 

・ JIS K 6775-3 ガス用ポリエチレン管継手 第３部（エレクトロフュージョン継手）（2005） 
 

JIS における性能規定は、ポリエチレン管がガス導管材料として具備すべき条件を満足するように検討

され、また対応国際規格（ISO）に整合化されている。JISにおける性能規定項目を表 9-1に示す。 
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表 9-1 JISにおける性能規定項目 
管 継 手 

区
分 

試 験 項 目 
管 

K6774
HF継手 

 
K6775-1 

スピゴット
継手 

K6775-2 

EF継手
 

K6775-3
密度 ○ ○ ○ ○ 
メルトマスフローレイト ○ ○ ○ ○ 
熱安定性 ○ ○ ○ ○ 
揮発成分 ○ ○ ○ ○ 
水分量（揮発成分の性能を満足しない場合に適用する） ○ ○ ○ ○ 
カーボンブラック含有量（黒色コンパウンドのみに適用する。） ○ ○ ○ ○ 
カーボンブラック分散（黒色コンパウンドのみに適用する。） ○ ○ ○ ○ 
顔料分散（黒色コンパウンドには適用しなくてよい。） ○ ○ ○ ○ 
引張降伏応力 ○ ○ ○ ○ 
ガス成分耐久性 ○ ○ ○ ○ 
シャルピー衝撃強さ ○ ○ ○ ○ 

熱安定性 
熱間内圧クリープ屋外暴露 
引張伸び 

耐候性 
（黒色コンパウンドには適用しなくてよい。屋外
暴露または促進耐候性のどちらかを行う。なお屋
外暴露の場合は全項目を実施する。） 促進耐候性 引張伸び 

○ ○ ○ ○ 

フルスケール 耐急速き裂進展性 
（最高使用圧力(MOP)＞0.01MPa で外径 250mm
以上またはMOP＞0.4MPaで外径 90mm以上の場
合に適用する。フルスケールまたは S4 のどちら
かを行う。） 

S4（性能が適合しない場合はフ
ルスケールを行なう。） 

○ ○ ○ ○ 

ノッチ式内圧クリープ 
全周ノッチ式引張クリープ 

耐低速き裂成長性 
（ノッチ式内圧クリープ、全周ノッチ式引張クリ
ープ、全周ノッチ式引張疲労のいずれかを行う。） 全周ノッチ式引張疲労 

○ ○ ○ ○ 

引張降伏応力 ○ ○ ○ ○ 
シャルピー衝撃強さ ○ ○ ○ ○ 
内圧クリープ 
全周ノッチ式引張クリープ 

コ 

ン 

パ 

ウ 

ン 

ド 

の 

性 

能 

融着適合性 
（引張降伏応力、シャルピー衝撃強さ及び内圧ク
リープを行う。内圧クリープは、全周ノッチ式引
張クリープまたは全周ノッチ式引張疲労のどち
らかで代替できる。） 全周ノッチ式引張疲労 

○ ○ ○ ○ 

常温内圧クリープ ○ ○ ○ ○ 
熱間内圧クリープ ○ ○ ○ ○ 

内圧クリープ 
（常温内圧クリープ、熱間内圧クリープ及び長期
熱間内圧クリープを行う。） 長期熱間内圧クリープ ○ ○ ○ ○ 
引張伸び ○ ― ― ― 

熱安定性 
熱間内圧クリープ屋外暴露 
引張伸び 

耐候性 
（黒色コンパウンドには適用しなくてよい。屋外
暴露または促進耐候性のどちらかを行う。なお、
屋外暴露の場合は全項目を実施する。） 促進耐候性 引張伸び 

○ ― ― ― 

フルスケール 耐急速き裂進展性 
（最高使用圧力(MOP)＞0.01MPa で外径 250mm
以上またはMOP＞0.4MPaで外径 90mm以上の場
合に適用する。フルスケールまたは S4 のどちら
かを行う。） 

S4（性能が適合しない場合はフ
ルスケールを行なう。） 

○ ― ― ― 

ノッチ式内圧クリープ 
全周ノッチ式引張クリープ 

耐低速き裂成長性 
（ノッチ式内圧クリープ、全周ﾉｯﾁ式引張クリー
プ、全周ノッチ式引張疲労のいずれかを行う。） 全周ノッチ式引張疲労 

○ ― ― ― 

Ａ法 バット融着部強度 
（Ａ法またはＢ法のどちらかを行う。） Ｂ法 

― ― ○ ― 

ピーリング 
圧縮はく離 

融着部強度 
（継手種類及び呼びにより、ピーリング、圧縮は
く離及びサドルはく離から選択して行う） サドルはく離 

― ― ― ○ 

サドル形継手の落錘衝撃強度 ― ― ― ○ 

機 

械 

的 

性 

能 

サービスチーの圧力損失 ― ― ― ○ 
密度 ○ ― ― ― 
熱安定性 ○ ○ ○ ○ 
メルトマススローレイト ○ ○ ○ ○ 

物
理
的
性
能 加熱伸縮 ○ ○ ○ ○ 
電気的性能 ― ― ― ○ 
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10. パイプライン技術の動向と今後の課題 

10.1 天然ガスパイプライン建設の動向 
天然ガス需要は、地球温暖化の対策となる炭酸ガス削減に有効であることもあり増大の一途をたどって

いたが、金融危機の影響で 2009年の世界のガス需要は減少に転じた 1)。しかしながら非在来型のシェール

ガス発見等により、回収可能な埋蔵量が在来型で想定していた可採年数 60年の倍以上である 160年以上が

想定されること 2)、東日本大震災後の原子力発電の代替エネルギーとしての期待から、天然ガスの需要は

今後も拡大すると思われる。 

天然ガス需要に反して、天然ガスの貿易量は LNG、パイプライン共毎年増大しており、国際間における

大規模な天然ガス輸送パイプラインの建設が世界各地で行われている 1)。 

天然ガスパイプラインは主にロシア～ヨーロッパ、北米を中心に建設が進められてきた。 

ロシアやカズピ海沿岸諸国は豊富な天然ガス田を多数保有しており、今までの主流はヨーロッパ向けで

あり最長のものは 4,600kmに達するものもある。金融危機によるヨーロッパの天然ガス需要の冷え込みが

あるにも拘わらず、今後もナブッコ（カズピ海～東欧）、サウスストリーム（ロシア、中央アジア～東欧）

等の全長 1,000km 以上のビックプロジェクトが目白押しである 3)。一方ロシアのガス田は東に移動する傾

向にあり、ヨーロッパ向けから東アジア向けへとパイプライン建設をシフトしつつある。東アジア向けに

はサハリン～ウラジオストックのパイプライン第一期（1,350km）が 2011年運開予定であり、ヤクーチヤ

～ウラジオストックパイプライン（3,000km）の建設も計画されている 3)。 

一方北米では元々第二次世界大戦後の需要増やメキシコ湾を中心とする豊富な天然ガスの発見を受け、

パイプライン網を整備してきた。現在はアラスカ北部で生産した天然ガスを、カナダ経由で米国まで輸送

するアラスカパイプラインの建設（2012年完成予定）や、近年のシェールガスの増産による新たなガスパ

イプラインを増強する計画がある 3)。 

また注目すべきは中国であり、天然ガスの将来需要（2035 年に 5 倍増）に向け、LNG 基地・輸入パイ

プライン、国産ガス田（タリム・四川盆地等）からの輸送パイプラインを整備中である。タリム盆地から

上海までの第一西気東輸パイプライン（3,000km）が 2004 年に、第二西気東輸パイプライン（4,800km）

が 2009年に完成し、第三、第四西気東輸パイプラインも計画中である 3)。 

 

一方、わが国の一次エネルギーに占める天然ガスの割合は約 16％4)で、20％以上を占める欧米諸国に比

べると低い水準であり、天然ガス輸送パイプラインの総延長はアメリカの約 48 万 km、フランスの約 3.6

万 km に対してわずか約 4,000km にとどまっている 3)。国際間のパイプラインは、地理的・歴史的な事情

から未だ建設されておらず、海外から LNGとして専用タンカーで国内の LNG基地に運ばれて、気化され

パイプラインで消費地へ供給されている。 

日本は LNG 基地を中心とした湾岸沿いのパイプライン網と、大都市圏における都市ガス配給網は存在

するが、大都市間を結ぶ幹線パイプラインは一部で建設が始まったところである。国では敷設にかかる費

用の低減や公的支援のあり方、国土を縦断する幹線パイプラインの可能性などを含め、天然ガスパイプラ

イン網の整備を検討している。また、パイプラインに関する安全規制等の法的インフラの整備などが進め

られている。 

 




