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施工マニュアル（16→17 版） 改訂履歴 
Politec 設計施工 WG 

頁 改訂内容 改訂理由 

表紙 表紙右上の「講習会用」の記載を削除した。 ・文言の削除 

目次 2.3 施工動画集の追加、およびページ番号修正した。 ・マニュアル改定による 

1 

1.1 管の寸法の表に呼び径 250,300 を追加した。 
1m 当りの質量の桁数を⼩数点以下 2 桁に変更した。 

・規格改定による 

1.2 管・継手の種類の表に呼び径 250,300 を追加した。 
その他サイズの星取表の記載を JWWA 規格品と PTC 規格品にわけて修正した。 

・規格改定による 

2 主な管継手例の図を修正した。 ・図の統一 

3 施工動画 QR コードを移動した。（15 頁記載の QR も同様に集約。） ・QR コード統一 

5 (3)工具の写真を一部変更した。 ・画像の統一 

6 

(5)管の切断〜（6）EF ソケットの接合の写真を一部変更した。(8 頁まで) ・画像の統一 

(5)管の切断のポイントに、以下の文章を追加した。 
管の斜め切断の許容限度は呼び径に関係なく 5mm 以内です。 

・施工時の注意点追加 
・判断基準の明確化 

(6)EF ソケットの接合 1 管の清掃のポイントに、以下の文章を追加した。 
管厚の 10％を超える傷深さは有害な傷です。 但し、EF 接合部についてはスクレープ時
に除去できない傷深さを有害な傷とみなします。(約 0.2mm 程度） 

・施工時の注意点追加 
・判断基準の明確化 

6)EF ソケットの接合 3 融着⾯の切削のポイントに、以下の文章を追加した。 
管製造時の熱劣化や保管時の紫外線劣化などにより管表⾯には酸化被膜が形成され
ています。この酸化被膜があると著しく EF 接合部強度が低下するのでスクレープにより除
去します。 
スクレープは原則 1 回です。同じ場所を何回もスクレープすると、管と継手の隙間が 
⼤きくなり融着不良となる場合があります。 

・施工時の注意点追加 
・判断基準の明確化 

(6)EF ソケットの接合 3 融着⾯の切削のポイントの文章を修正した。 
【修正前】 
スピゴット継手類についても管と同様に取り扱って下さい。 
【修正後】 
スピゴット継手や、EF 継手の挿し口部についても管と同様に取り扱って下さい。 

・EF 挿し口部の 
スクレープ忘れ予防 

8 

(6)EF ソケットの接合 7 融着準備のポイントに、以下の文章を追加した。 
共用タイプのコントローラはアダプタが 2 種類（4.0 と 4.7）ありますので、継手のターミ
ナルピンに適応した方を使用してください。 

・施工時の注意点追加 

(6)EF ソケットの接合 8 融着のポイントに、以下の文章を追加した。 
水が少しでもある場合は正常に融着できません。水が付着していないことを確認して通電
して下さい。 

・施工時の注意点追加 

8 

(6)EF ソケットの接合 9 検査のポイントに、以下の文章を追加した。 
③ 出⼒ケーブルを外してキャップをして下さい。 

・施工時の注意点追加 

(6)EF ソケットの接合 10 冷却のポイントに、以下の文章を追加した。 
通電終了時では内部の温度は 200℃以上になっており、樹脂が溶けた状態です。このた
め樹脂が固まるまで規定の時間、放置・冷却して下さい。 

・施工時の注意点追加 
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9 

(7)分水 EF サドル接合について、分水 EF サドル接合と分水栓付き EF サドル接合に分
けて施工手順を記載、一部写真を変更した。（14 頁まで同様） 

・サドルの種類分別 

EF サドルのタイプ(Ⅰ形、Ⅳ形等)を削除した。(12 頁も同様) ・サドル仕様統一化 

12 (8)分水栓付き EF サドル接合を追加した。 ・サドルの種類分別 

15 
2.2 メカニカル接合 (1)メカニカルソケット 2 インナーコアの取り付けの呼び径 75 の
A 寸法を 16.5mm から 15mm に変更した。 

・数値の修正 

16 メカニカルソケット、インナーコアの写真を追加した。 ・写真追加 

18 
(2)サドル付き分水栓（鋳鉄サドル 3 ホルソーのポイントに、以下の文章を追加した。 
必ず HPPE 用のホルソーをご使用ください。（塩ビ・鋳鉄用のホルソー、ドリルは禁止） 

・施工時の注意点追加 

23 

(3)⾦属継手(変換ソケット) の図中の品名を変更した。(24 頁まで同様) 
【変更前】           【変更後】 
ISO 変換継手  →  変換ソケット 
ISO 側         →  HPPE 側 
JIS 側          →  PP 側 

・品名の統一 

24 
(3)⾦属継手(変換ソケット) 5 給水管の接続のポイントから以下の文章を削除した。 
平⾏おねじ付きソケット 

・文言の削除 

25 2.3 施工動画集の追加 ・動画サイトリンク追加 

27 

4.水道⽤ソフトシール仕切弁 ①PE 挿し⼝付き水道⽤ソフトシール仕切弁との接続 
②フランジ形水道⽤ソフトシール仕切弁との接続 5.火栓との接続 の図から「コンクリ
ート板等」の図を削除した。 

・文言の削除 

6.給水管との接続 の図中の品名を変更した。 
【変更前】                        【変更後】 
メカニカルソケット（ISO-JIS 変換継手など） → 変換ソケット（HPPE-PP） 
PE 管用鋳鉄サドル付き分水栓         → サドル付き分水栓（鋳鉄サドル） 

・品名の統一 

28 

4.施工上の基本事項（3）に以下の施工時の写真を追加した。 
 仮設テントによる雨天時施工 
 ビニールシートを利用した雨天時施工 
 水中ポンプを用いた施工 
 管を持ち上げての施工 

・写真の追加 
 

4.施工上の基本事項（9）を追加した。 ・文言の追加 

31 

6.1 一般事項（11）を追加した。 
6.2 布設方法（1）施工時の最⼩切り管⻑さ を追加した。 
6.2  布設方法（3）曲げ配管 ②施工管理方法 を追加した。 

・文言の追加 

6.2 布設方法（2）⻑尺管の製作と陸付け配管 に「⻑尺管の運搬」、「異形管の陸
付け事例」の写真を追加した。 
6.2 布設方法（3）曲げ配管 ①布設方法 に「曲げ配管事例①および②」の写真を
追加した。 

・写真の追加 
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35 

8.通水試験 【水圧試験時の注意事項】（1） の通水試験実施までの放置時間を
EF 継手の一部の口径について短縮した。 
【変更前】 
呼び径 50,75,100 の EF 継手の場合は 30 分、呼び径 150,200 の EF 継手の場合
は 1 時間以上経過してから⾏って下さい。 
【変更後】 
EF 継手の場合は以下の表の放置時間以上経過してから⾏って下さい。 

呼び径 50 75 100 150 200 

放置時間（分） 20 30 45 60 
 

・規格改定による 

36 

9.1 EF ソケットによる補修 に以下のイラストを追加した。 

 

・画像の追加 

9.1 EF ソケットによる補修 ①補修箇所の切断 にある用語を変更した。 
【変更前】 バックホウ  【変更後】 バックホー 

・用語の統一 

37 
9.2 メカニカルソケットによる補修 ①補修箇所の切断 にある用語を変更した。 

【変更前】 バックホウ  【変更後】 バックホー 
・用語の統一 

40 参考資料 （1）EF 接合チェックシート記⼊項⽬の例 の項目を⾒直した。 ・内容の変更 

41 （2）EF 接合チェックシートの例 EF ソケット接合チェックシート の内容を⾒直した。 ・内容の変更 

42 （2）EF 接合チェックシートの例 EF サドル接合チェックシート の内容を⾒直した。 ・内容の変更 

43 
水道配水⽤ポリエチレン管⽤ EF コントローラ・専⽤工具 点検のお願い A.日常点検 
の【付属品】電源変換アダプターケーブルの「JWEF200N/200N-2」を削除した。 

・文言の削除 

44 
水道配水⽤ポリエチレン管⽤ EF コントローラ・専⽤工具 日常点検チェックシート の
EF コントローラ【付属品】電源変換アダプターケーブルの「JWEF200N/200N-2」を削除
した。 

・文言の削除 

以上 

 
 
 
  

やりとりが出来るように、EF ソケットの内面中央に設けてある 

突起（ストッパー）を取り除き、管に EF ソケットをセットしてください 


