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⾲㸫㸯 㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡢᮦᩱࡢᇶᮏ≀ᛶ
項目

単位

破断伸び

％

760

引張強さ

試験値 試験方法

N/mm2

18.6

25%伸張応力変化率

％

±0

伸び変化率

％

-7

耐水性（質量変化率）

％

2

耐オゾン性

−

亀裂なし

耐オゾン性(低温）

−

亀裂なし

耐寒性

−

-55

老化試験

参考規格
450以上

JIS K 6251
引張試験

10以上

JIS K 6257
空気加熱老化試験

-50以上（70℃×72hr）

JIS K 6258
浸せき試験
JIS K 6259
静的オゾン劣化試験
JIS K6261
低温衝撃ぜい化試験

-10〜+100（70℃×72hr）
10以下（蒸留水温度55±2℃）
（浸せき時間72hr）
肉眼観察で亀裂ないこと
（（40±2℃）×96hr、50pphm、50％伸張）
肉眼観察で亀裂ないこと
（（-30±2℃）×96hr、50pphm、50％伸張）
衝撃ぜい化温度が-30℃以下であること

⾲㸫㸰 ゎᯒ⤖ᯝ
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伸縮
方向
振動
方向

引張方向
圧縮方向
縦方向
横方向

合わせ目の開き量
1.2mm
0mm
0.6mm
0mm

縦方向
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横方向
圧縮方向

引張方向

㠃ࡀࡢࡼ࠺ኚᙧࡍࡿࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
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ᅗ㸫㸱 ኚᙧࡢ᪉ྥ
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Ẽ
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疲労試験項目
温度による伸縮に
対する性能
(ケーブル軸方向）

春・秋想定
夏想定
冬想定

ᅗࢆᅗ㸫㸴♧ࡋ㸪ヨ㦂≧ἣࢆ┿㸫♧ࡍࠋ
ఙ⦰᪉ྥࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘࡣ㸪
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ᗘኚࡼࡾ᪥

振動に対する性能
（ケーブル軸直角方向）

基本寸法
620mm
600mm
640mm

変位量
±10mm
±10mm
±10mm

変形範囲
繰返し回数
610〜630mm
4000
590〜610mm
2000
630〜650mm
2000
合計8000回

基本寸法

変位量

変位方向

繰返し回数

620mm

±10mm

縦方向

200万回

ᅇఙ⦰ࡍࡿࡇࡋ㸪ᶫᱱࡢᐃᮇⅬ᳨ࡢ㢖ᗘࡀ࠾ࡼ
ࡑᖺ㹼ᖺᅇ࡛ィ⏬ࡉࢀࡿࡇࡽࡑࡢಸࡢᮇ㛫
ᖺ㛫┦ᙜࡍࡿ᪥ᩘ᪥Ҹᅇࡋ㸪ኟ⛅ࡢ
Ꮨ⠇ẖኚ᮲௳ࢆኚ࠼࡚⾜࠺ࡇࡋྛᏘ⠇࡛
ᅇ㸪㍕Ⲵ㏿ᗘ+]࡛ᐇࡋࡓࠋ
タᐃࡋࡓኚ㔞ࡣ㸪ᐇ㝿ᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡀࡢ⛬ᗘ

ᅗ㸫㸳 ౪ヨయ ᴫ␎ᅗ

ఙ⦰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪Pࡢࢣ࣮ࣈࣝ
࠾࠸࡚㸪

ᗘኚࡀΥ㸦㐨㊰ᶫ♧᪉᭩ࡢ㗰ᶫ࡛ᐮ

෭࡞ᆅ᪉ࠕΥ㹼Υࠖ㸧ࡢሙྜࡢ3&㗰ᮦࡢఙ⦰㔞
ࢆ⟬ฟࡋ㸪sPPࢆᮏ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡢタィኚ㔞ࡋ
ࡓࠋࡋࡋ㸪᪥࡛Υࡢ

ᗘኚࡀ࠶ࡿࡇࡣ⪃࠼

ࡃࡃ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࡣ㸪ᅜෆྛᆅᇦࡢ᪥
ࡢ

ᗘኚࡢᖹᆒࡀ⣙Υ⛬ᗘ㸦⌮⛉ᖺ⾲ࡼࡾ㸧࡛

࠶ࡾ㸪ࡑࡢሙྜࡢࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛗ࡉࡢኚ㔞ࡣ㸪PP
࡞ࡿࠋヨ㦂࡛ࡣ㸪ཝࡋ࠸⎔ቃࢆ⪃៖ࡋ᪥ࡢ


ᅗ㸫㸴 ⑂ປヨ㦂⨨ᴫ␎ᅗ

ᗘኚ

ࢆΥᐃࡋ㸪ኚ㔞ࡣsPPࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
Ꮨ⠇ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜ㸪ሙࡣẼ

ࡀపࡃࢣ࣮ࣈࣝࡀ

⦰ࡴࡇࡽ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡣఙࡧ㸪ኟሙࡣẼ

ࡀ㧗ࡃ

ࢣ࣮ࣈࣝࡀఙࡧࡿࡇࡽ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡣ⦰ࡴࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪⛅ᐃࡢヨ㦂࡛ࡣ㸪㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࢆᶆ‽㛗
ࡢ≧ែ࡛ヨ㦂ࡍࡿࡀ㸪ኟᐃࡢヨ㦂࡛ࡣ㸪ணࡵ

ືᑐࡍࡿᛶ⬟      ఙ⦰ᑐࡍࡿᛶ⬟

┿㸫 ヨ㦂≧ἣ

㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࢆኟᐃ࡛PP⦰ࡵࡓ≧ែ㸪ᐃ࡛
PPఙࡤࡋࡓ≧ែ࡛ヨ㦂ࢆࡍࡿࡇࡋࡓࠋヲ⣽࡞
ヨ㦂タᐃࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗ㸫㸵ཧ↷ࠋ
ୖ㏙ࡋࡓヨ㦂᮲௳ࢆタᐃࡋヨ㦂⨨㜵Ỉ࢝ࣂ࣮
ࢆタ⨨㸪ࡑࡢᚋ㸪ෆഃỈࢆᙇࡾヨ㦂୰㜵Ỉ࢝ࣂ
࣮ࡽỈࡀ₃ࢀฟ࡞࠸ࡇ࡛ṆỈᛶ⬟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
ࡋࡓࠋ
㸳㸬㸰 ࢣ࣮ࣈࣝࡢືࡼࡿṆỈᛶ⬟
㢼࡞ࡼࡿࢣ࣮ࣈࣝࡢືᑐࡍࡿṆỈᛶ⬟ࢆ

ᅗ㸫㸵 ఙ⦰᪉ྥ⑂ປヨ㦂タᐃ᮲௳ヲ⣽

☜ㄆࡍࡿࡓࡵࢣ࣮ࣈࣝ㍈┤ゅ᪉ྥ㸦ᅗ㸫㸴ື᪉
ྥ㸧⧞ࡾ㏉ࡋኚࢆ࠼ࡓࠋヨ㦂⨨ᴫ␎ᅗࢆᅗ㸫㸴㸪ヨ㦂≧ἣࢆ┿㸫♧ࡍࠋ
ኚࡢ᪉ྥࡣ㸪ኚᙧゎᯒ⤖ᯝࡽື᪉ྥ࡛∦㛤ࡁ㒊᭱ࡶᙳ㡪ࡢ࠶ࡿᅗ㸫㸱♧ࡍ⦪᪉ྥࡋࡓࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘࡣ㸪㢼㏿㹼PV࡛ࣞࣥࣂࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆక࠺ሙྜࢆᐃࡋ㸪sPP࡛ᅇ
ᖜࡉࡏࡓࠋ
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ኚ㔞ࡣ㸪ࣞࣥࣂࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢⓎ⏕ሗ࿌

・ケーブル長

L＝100m

㸦ࠕ㐨㊰ᶫ⪏㢼タィ౽ぴࠖࡢኳಖᒣᶫࡢ㸧ࡢ

・ケーブル中央振動幅δc＝120cm

ࡼࡾ㸪Pࡢࢣ࣮ࣈࣝ㛗࠾࠸࡚ࢣ࣮ࣈࣝ୰ኸ㒊࡛

防水カバー部での変位量

ࡢኚࡀPPࢆほ

・防水カバー高さδj＝60cm
δj＝（δc／2）×H／（L/2）

ࡋࡓグ㏙ࡼࡾᅗ㸫㸶♧ࡍࡼ࠺

＝1200/2×600/（100000/2）
＝7.2mm

㜵Ỉ࢝ࣂ࣮㒊࡛ࡢኚࢆsPP⟬ฟࡋ㸪ኚ㔞

ᅗ㸫㸶

ࡋࡓࠋ

≒

10mm

ኚ㔞ࡢ⟬ฟ

⧞㏉ࡋᅇᩘࡢタᐃࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿ࡢᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡢᣲືࡣ㸪ࡑࡢ᮲௳ࡼࡾືࡢ᭷↓㸪ື㔞㸪
࿘ᮇ㸪ື㛫㸪ῶ⾶㛫࡞ከࡃࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀᏑᅾࡋᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡢືࢆṇ☜⾲⌧ࡋ⧞ࡾ㏉
ࡋᅇᩘࢆタᐃࡍࡿࡢࡣ㸪ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᮏヨ㦂ࡣ㸪㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡢṆỈᛶࢆ☜ㄆࡍࡿヨ㦂ࡢ⨨࡙ࡅ
࡛㸪⑂ປヨ㦂࡛᭱ࡶከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅇࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘࡋ㸪㍕Ⲵ㏿ᗘࡣ+]࡛⾜࠸㸪⥾⤖㒊
ࡸ∦㛤ࡁ㒊ࡢṆỈᛶࡀಖࡓࢀࡿࢆ☜ㄆࡍࡿヨ㦂ࡋࡓࠋ
ୖ㏙ࡋࡓヨ㦂᮲௳ࢆタᐃࡋ㸪ヨ㦂⨨㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࢆタ⨨㸪ෆഃỈࢆᙇࡾ㸪ヨ㦂୰㜵Ỉ࢝ࣂ࣮
ࡽỈࡀ₃ࢀฟ࡞࠸ࡇ࡛ṆỈᛶࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
㸳㸬㸱 ヨ㦂⤖ᯝ

⾲㸫㸲 ⑂ປヨ㦂ࡢุᐃᇶ‽

ఙ⦰⑂ປᅇ㸪ື⑂ປᅇࡢ᮲௳࡚ᮏ㜵
Ỉ࢝ࣂ࣮ࡢヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋヨ㦂୰⥾⤖㒊ཬࡧ∦㛤ࡁ
㒊ࡽࡢỈ₃ࢀࡸእほࡢ᭷ᐖ࡞ኚᙧ࣭ᦆയ㸪⥾⤖㒊
ࡽಖㆤ⟶ࡢᢤࡅฟࡋࡣ࡞ࡃ㸪⾲㸫㸲♧ࡍุᐃᇶ‽ࢆ
‶㊊ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

確認項目

確認項目

判定

ゴム本体の外観

目視

ゴム本体に亀裂・
破損等異状がないこと。

締結部の抜け出し

目視

締結部が鋼管から抜け出さないこと。

止水性能

目視

内部に水を溜めた状態で
試験中、水漏れがないこと。

ヨ㦂⤊ࡢ≧ἣࢆ┿㸫㸰♧ࡍࠋ

ఙ⦰ᑐࡍࡿᛶ⬟        ືᑐࡍࡿᛶ⬟

┿㸫㸱 㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ྲྀࡅ

┿㸫㸰 ヨ㦂⤊ࡢ≧ἣ
㸴㸬ࡲࡵ
ᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡢᣲືࢆ⌧ࡋࡓᮏヨ㦂ࡢ⠊࠾࠸࡚㸪ᮏ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡢṆỈᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡢᛶࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㸪ᩳᮦᐃ╔యࡢ㞵Ỉࡢᾐධࢆ㜵ࡄࡇࡀ㔜せ࡞࣏
ࣥࢺࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ṆỈᛶ⬟ࢆ☜ㄆࡋࡓᮏ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡣ㸪᭷ຠ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ㜵Ỉ࢝ࣂ࣮ࡣ㸪᪂タᶫࡣࡶࡼࡾ᪤タᶫࡢྲྀࡅࡶྍ⬟࡞ᵓ㐀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᩳ
ᙇᶫ࡞ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢ㝿ࡈά⏝㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ᚋࡣ㸪ከᵝ࡞ᩳᮦࢣ࣮ࣈࣝࡢࢧࢬᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
㸧 ⌮⛉ᖺ⾲ ᖹᡂᖺ∧㸪⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ ᅜ❧ኳᩥྎ
㸧 㐨㊰ᶫ⪏㢼タィᣦ㔪 ᖹᡂᖺᨵᐃ∧ ♫ᅋἲே᪥ᮏ㐨㊰༠
㸧 ᵓ㐀≀ᕤ⟶⌮せ㡿㸪ᮾ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ओ࣭୰᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ओ࣭す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ओ㸪ᖹᡂᖺ᭶
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