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エコウェル協会　石塚尚生

環境にやさしい天然ガスと高分子還元材で酸化防止するガス圧接工法
「高分子天然ガス圧接継手工法（エコスピード工法）」

1．はじめに
　コンクリート構造物に用いられる鉄筋の接合に
鉄筋を突合せ圧力を加えながらガス炎で加熱する
ガス圧接工法が広く利用され，加熱燃料はアセチ
レンガスに限定されていた。
　東京ガス㈱，東京ガスケミカル㈱，東海ガス圧
接㈱，㈱徳武製作所，ヤマト産業㈱の５社は，こ
のアセチレンガスに替わり，天然資源で埋蔵量が
豊富な天然ガスを加熱燃料として用いるガス圧接
工法を開発・実用化した。
　天然ガスを用いたガス圧接工法は，2005年に開
発した「エコウェル工法」と2010年に開発した
「エコスピード工法」の２つの工法が実用化され
ている。エコウェル工法は環境負荷の削減と自動
化によるトレーサビリティのある施工管理を特長
とした。従来ガス圧接の手動による作業と比較し
て作業性や自動機購入のコスト等の課題により，
採用実績を十分上げることが出来なかった。
　そのため，新たにエコウェル工法の課題を解決
した「エコスピード工法（以下，本工法と記す）」
を開発・実用化した。本工法は，エコウェル工法
と同様に天然ガスを用いることで環境負荷の低減
を図るとともに，加熱時の鉄筋接合面の酸化を高
分子還元材で防止する技術により，天然ガスでの
手動圧接を可能にした。また，高分子還元材の効
果により，ガス圧接作業での接合不良を低減する
特長を有する工法である。
　本稿では，従来のガス圧接の酸化防止技術とア
セチレンガスの将来性に触れ，天然ガスへの転換
目的と本工法の酸化防止技術および作業方法・基
準・施工事例を紹介する。
　本工法は2010年７月に（公社）日本鉄筋継手協
会において工法認定（継手性能A級）を取得，施
工に必要な作業基準や作業資格の認証などの諸基
準が制定され，「鉄筋継手工事標準仕様書　高分
子天然ガス圧接継手工事（案）2010年」として発
刊されている。なお，（公社）日本鉄筋継手協会
においての工法の名称は，エコスピード工法が
「高分子天然ガス圧接継手工法」，エコウェル工
法は「天然ガス圧接継手工法」と命名されてい
る。
　また，2005年７月に天然ガス圧接工法普及の為
に工法開発会社，施工会社，有識者によって「エ

コウェル協会」が設立され，天然ガス圧接工法の
普及活動に取り組んでいる。

2．現状のガス圧接の問題点
2.1　ガス圧接の接合原理
　ガス圧接は金属結合の原理を利用し，２本の鉄
筋を突合せ圧力を加えると同時に火炎で加熱し接
合する技術である（図 1）。金属結合は，金属原
子の電子が原子間で共有化（自由電子）されるこ
とにより，自発的に原子配列を調整，接合して達
成される。そのため，切り離れている金属を接合
するためには，互いの原子間の距離を原子オー
ダーまで近づける必要がある。
　しかしながら，金属の表面は，表面の凹凸や汚
染物質・吸着ガス層・酸化層など原子レベルでの
接近を阻害する因子で覆われている。金属を溶融
させて接合する溶接接合は，溶融により阻害因子
が除去され，凝固により接合が容易に達成され
る。一方，ガス圧接の金属を溶融させずに固体状
態で接合させる固相接合では，接合面の阻害因子
の除去が重要となる。しかしながら，屋外での作
業となるガス圧接作業では，表面の精密加工や大
気中での吸着層・酸化層の除去は困難である。そ
のため，ガス圧接の接合技術では，可能な限り阻
害因子を除去するために，圧接作業前の接合面を
鉄筋冷間直角切断機やディスクグラインダーによ
り，表面を平滑にし汚染物質を除去する。鉄筋（鉄）
は，大気中で高温にすると激しく酸化するため，
還元性のある火炎（還元炎と呼ぶ）で加熱する。
　また，接合面の初期の酸化層や加熱で生成され
た酸化物を微細にして外周部に押し出すため，圧
接部の形状を鉄筋径の1.4倍以上のふくらみとし
接合性能を確保している。

2.2　鉄筋端面酸化による接合不良
　ガス圧接後に破断したケースにおいて鉄筋破断
面を観察するとフラット破面と呼ばれる平滑で金

図 1
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属結合されていない面が確認される（写真 1）。
この領域を分析すると酸化マンガンや酸化ケイ素
といった酸化物が多量に存在している。これら酸
化物は金属結合を阻害し破断の原因となる。
　加熱時に酸素が鉄筋端面に入り込むと前述の酸
化物が鉄筋端面に生成され金属結合が阻害される
ため，従来のアセチレンガスの圧接技術では還元
炎という完全燃焼に対して酸素が少ない火炎を用
いて鉄筋端面を被包して酸素の侵入を遮断し，酸
化防止を行う。
　炎の性状は燃料ガスと酸素の混合割合で，還元
炎と酸化炎に変化する。以下，図 2に鉄の酸化還
元平衡図を示す。これはアセチレンガス（C2H2）
と天然ガス（主成分メタン：CH4）の燃焼時にお
ける鉄の酸化・還元状態を示している。これによ
るとアセチレン，メタンいずれの場合も酸素比約
0.58以下で還元炎が形成される。
　図 ３にアセチレンとメタン，プロパンガスにお
ける酸素比と断熱火炎温度のシミュレーション結
果を示す。酸素比0.58以下の還元炎の領域におい
て，酸素比を下げると断熱火炎温度は低下する。
鉄筋を効率よく加熱するために高温の火炎を得よ
うと酸素量を増やすと還元炎から酸化炎に変化し
てしまう恐れがある。
　また，還元炎の技術では，鉄筋が密着するまで
の間，鉄筋端面に対しバーナーの炎を上下前後均
等に当て，酸素の侵入を遮断しなければならな
い。還元炎での酸素侵入遮断の様子を図 4に示
す。この還元炎でのバーナーを固定する端面被包
作業は，鉄筋径によっては数分かかるため，作業
者の負担が大きく作業ミスにつながる可能性が高
い。また，アセチレンガスと酸素流量の調整不足
により還元炎でない酸化炎での加熱や，風雨，作
業ミスなどにより端面を被包している還元炎がズ

レると鉄筋端面に酸素が入り込み，酸化物が生成
され，接合不良の原因となる。還元炎での酸化防
止技術は外的要因や作業者の技量に注意する必要
がある。

2.３　アセチレンガスの問題点
　環境面においてアセチレンガスは自然界に存在
せず工業的に製造する。製造時のエネルギー消費
量やCO2排出量が多く天然ガスと比較して環境負
荷の大きいガスと言える。また，燃焼速度が早
く，爆発範囲が広いなど特性を有し，しばしば逆
火を起こすなど安全面に留意する必要がある。
　アセチレンガスの需要・生産においても取り巻
く環境は厳しく，主な用途である鋼材等の切断ガ
スとしての需要の減少により，生産量が減少して
いるうえ，原料のコスト高や新型容器への切り替
えの投資など，価格上昇の傾向が高く，将来の供
給面において不安が懸念されている。

３．本工法の特徴
３.1　環境性
⑴　LCA評価

　環境への評価としてもっとも信頼されている手
法がLCA解析（LifeCycleAssessment）である。
LCAとはある製品のライフサイクル全体におい
て使用されるエネルギーや資源，排出される大気
汚染物質，水質汚濁物質，廃棄物などを科学的，
定量的かつ客観的に分析し評価を行う手法である。
⑵　解析対象および範囲

　従来工法であるアセチレンガスを用いたガス圧
接と天然ガスを用いた本工法のLCA解析を行う
に当たりLCA解析対象の範囲を図 ５に示す。
　天然ガスの解析範囲は天然ガス採掘，液化，海
上輸送，気化，熱量調整，圧縮天然ガス製造，輸
送，消費（燃焼）までとした。ガス圧接に用いら
れる天然ガス（エコウェルガス）はエネルギー・

写真 1
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資源学会の「LNG及び都市ガス13Aのライフサイ
クル温室効果ガス排出量の将来予測」に記載され
ているLNGの製造・輸送に関するデータを用い
た。このデータは都市ガス製造までの解析結果の
ため，ボンベ充填，輸送，建設現場での燃焼の数
値を加えた。
　アセチレンガスの解析範囲は原料である石炭と
石灰石の採掘からコークスと生石灰の製造，カー
バイド製造，アセチレンガスの製造，廃棄物処
理，輸送，消費（燃焼）までとした。アセチレン
ガスのLCA解析データは公表されていないため，
外部機関である㈱UFJ総合研究所へ調査依頼した
結果を用いた。
　解析対象はぞれぞれのプロセスにおける物質，
燃料，使用する設備とした。製造過程で使用され
る燃料はその熱量と二酸化炭素排出係数により，
エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を算入し
た。
⑶　LCA解析結果

　アセチレンガスを用いた従来ガス圧接と天然ガ
スを用いた本工法のLCA解析における炭酸ガス
排出量と製造に必要なエネルギー使用量を表 1に
示す。
　この数値は原料採掘からガス圧接までの全プロ
セスにおいて排出される炭酸ガス排出量および，
エネルギー使用量を示している。これらの数値に
基づき鉄筋口径別ガス圧接１箇所における炭酸ガ
ス排出量を表 2に示す。なお，算出に当たりアセ
チレンガスの使用量は，使用バーナー等で大きく
違いがあるため，天然ガスの使用量と同等の熱量
としてガス量を算出した。
　従来のアセチレンガスから天然ガスを用いた本
工法に替えることで炭酸ガス排出量60％削減，製
造過程におけるエネルギー使用量は50％削減され
る結果となった。上記削減の他，アセチレン製造
工程での廃棄物削減やアセチレンボンベに使用さ
れる有機溶剤の削減効果も期待できるため，環境
負荷の低減効果が高いと考えられる。

３.2　接合原理と酸化防止技術
　本稿2.1，2.2でガス圧接での加熱工程での酸化
物の生成が接合性能に影響すること，またその酸
化物生成防止のための還元炎の使用と課題につい
て述べた。
　本工法は，ガス圧接で最も重要な酸化防止技術
である還元炎の原理や課題を整理し，接合端面間
の還元性雰囲気を確保すればよいことに着目し，
還元材を使用する技術を開発した。その結果，天
然ガスの還元性と温度の関係に左右されずに，加
熱効率の良い火炎を使用できるため天然ガスでの
手動圧接が可能となり還元炎での酸化防止技術の
課題も解決可能な工法となった。
　本工法の酸化防止技術は還元材（商品名：PS
リング）を加熱前に鉄筋端面に取り付けて，加熱
することにより，PSリングを構成するポリスチ
レンが分解し発生する還元性ガス（スチレンガ
ス）が鉄筋端面の還元性雰囲気を作り，酸化防止
効果が得られることである。ポリスチレンは体積
約100倍の還元性ガスとなり，PSリング取り付け
時に鋼製リング内部に残留する空気を加熱初期段
階で外部に排出するとともに，鋼製リングの内部
圧力を大気圧以上に上昇させ，外気の侵入を防止
する。外気侵入防止の効果により，燃焼火炎中の
酸素や，風雨や作業ミスによるバーナー火炎のズ
レによる空気中の酸素侵入を防ぐことができる。
鋼製リングの効果により，圧接端面間は絶えず還
元性のガス雰囲気が維持される（図 ６）。

３.３　使用材
⑴　高分子還元材（商品名：PSリング）

　PSリングはポリスチレン製カップと鋼製リン
グを組み合わせた構造になっており，（公社）日
本鉄筋継手協会によって認定されたものを用い
る。コップ形状になっている理由は鉄筋へ取り付
け時に脱落を防止するためであり，還元材として
機能するのはコップ底部の鋼製リング内のポリス
チレンシート部である（写真 2）。

表１
炭酸ガス排出量 エネルギー使用量

アセチレンガス圧接 11.44㎏-CO2/Nm3 2.90MJ/MJ-C2H2

天然ガス圧接 3.46㎏-CO2/Nm3 1.42MJ/MJ-13A

（㎏-CO2/箇所）

鉄筋径 天然ガス アセチレ
ンガス 削減率

Ｄ19 0.09 0.24 61.1%
Ｄ25 0.21 0.56 62.3%
Ｄ32 0.39 1.08 63.3%
Ｄ38 0.67 1.81 62.7%
Ｄ51 1.54 4.13 62.7%
LCA評価時の炭酸ガス排出量

表 2
鉄筋口径別炭酸ガス排出量

エコスピード
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　ポリスチレンは原油・ナフサを原料とした汎用
プラスチックのひとつで加工が容易なため様々な
日用品などに用いられている。化学的に安定して
おり不純物を含まず燃焼により有害ガスが発生す
ることは無い。
　鋼製リングは直径を鉄筋径よりマイナス２㎜と
したスプリング状の円形形状とし，リングにはガ
ス抜き口を設け加熱中の分解ガスの密封を防ぐ構
造となっている。材質はJIS G 3505軟鋼線材を使
用している。
⑵　圧接用天然ガス（商品名：エコウェルガス）

　本工法に用いる天然ガスは，本工法の燃焼機器
に適合し，ガス組成を調整したガス圧接専用天然
ガスを用いる。充填圧力20MPaの圧縮ガスとし
てボンベで供給される。漏洩を感知するために付
臭処理がなされている。

３.4　ガス供給装置および加熱機器
　本工法のシステム構成を図 ７に示す。使用機器
は次の４区分により構成される。
　１）ガス供給装置
　２）加熱器
　３）圧接器
　４）加圧機
　ガス供給装置および加熱器（吹管，バーナー）
は本工法および天然ガスの特性に適合するよう設
計・製作されており（公社）日本鉄筋継手協会に
認定されている。圧接器および加圧機は従来のア
セチレンガス圧接で使用されているものと同様の
ものが使用できる。

３.５　作業
　本工法で用いる火炎は図 2の酸化領域の炎を用
いる。これは還元材の酸化防止効果により炎の性
状の影響を受けないためである。本工法で用いる
火炎は，加熱効率や燃費効率が良い酸素比0.7と
し，標準炎と命名している。還元炎の加熱作業で
は，密着前の還元炎から密着後に中性炎へ変えて
いたが，本工法では全行程同一火炎で加熱する。
　また，加熱初期よりバーナーを揺動する。還元
炎の酸化防止技術と違い，バーナーを固定し炎を
均等に当て鉄筋端面を被包する必要が無い。
　鉄筋端面の還元状態の確認は，鋼製リングのガ
ス抜き口１箇所からの還元性ガス噴出確認によっ

て行うことができる（写真 ３）。１箇所から還元
性ガスの噴出を確認し，噴出が終了した後，加圧
機を作動させ鉄筋を密着させる。還元性ガスの噴
出が複数箇所から確認される場合は作業を中止
し，やり直すことが決められている。還元炎での
酸化防止技術では目視で確認できなかったが，本
工法は目視で酸化防止状態を確認できる。
　作業面においての特長はガス流量の調整や，被
包不要による作業負担軽減と，作業者や第三者が
目視で還元状態を確認できることである。
　本工法に用いる加圧パターンは「早期アプセッ
ト法」を用いることとした。図 ８に加圧パターン
を示す。この方法により還元性ガスの噴出終了直
後から鋼製リングを押しつぶすことで圧接端面の
隙間を無くし密着度を高め，圧接端面が酸化し難
い雰囲気にする効果が期待できる。
　加熱作業中はバーナーの揺動幅に注意し圧接部
全体が均等に適正温度となり，鉄筋表面と中心部
の温度差が大きくならないよう作業を行う。その
後，加熱・加圧を継続しふくらみを形成することに
よって圧接面にできた微小酸化物を拡散させ金属
結合を促進させる。ふくらみの直径が1.6D以上で
なだらかな形状となったところで作業終了となる。
　圧接作業時間の比較を表 ３に示す。バーナーを
初期より揺動し効率よく加熱することで圧接作業
時間の短縮を図ることが可能となる。

図 ７

図 ８

写真 ３

表 ３　標準圧接時間の比較

鉄筋径
圧接時間（秒）

エコスピード＊１ ガス圧接（アセチレン）＊２

Ｄ19 60～70 40～45
Ｄ25 60～70 70～75
Ｄ32 80～90 110～120
Ｄ38 130～140 160～170
Ｄ41 180～190 190～200
Ｄ51 240～250 290～300

＊１　早期アプセット法の実験値
＊２　標準圧接時間＝14～15秒/㎠（鉄筋断面積）より

噴出ガス燃焼時の状態 噴出ガス終了時の状態



16記事

土木コスト情報／2014・10月

4．性能・基準
4.1　適用範囲
　本工法で圧接可能な適用鉄筋を表 4に示す。こ
れは（公社）日本鉄筋継手協会が実施した後述の
継手性能確認試験の結果，継手性能が所定の基準
を満たすことが確認された範囲である。また，ね
じ節鉄筋への適用については追加認定試験を実施
し，2014年６月に適用範囲として追加されてい
る。
　圧接できる鉄筋の種類の組み合わせを表 ５に示
す。また，径が異なる鉄筋同士の圧接は隣接する
呼び名間で可となっている。SD490については，
従来ガス圧接（アセチレン）と同様に施工前試験
を行う必要がある。

4.2　外観基準
　外観基準について以下の表 ６に示す。

4.３　継手性能確認試験
　本工法は（公社）日本鉄筋継手協会の機器技術
認定を取得し継手性能A級を有することが確認さ
れている。機器技術認定を取得する際は（公社）
日本鉄筋継手協会が定めるガス圧接継手性能判定
基準（JRJS 0002:0006）に基づき試験を実施し評
価を行った。鉄筋種SD345，SD390，SD490の鉄
筋径D19～D51までの鉄筋について「一方向繰り
返し引張試験」「ふくらみ付き曲げ試験」を総計
26種156本（表 ７）実施し全数合格した。

4.4　接合断面の組織観察
　顕微鏡による圧接面の断面観察結果を写真 4に
示す。接合断面に鋼製リングは楔状になって残る
が，母材と金属結合されていることが確認でき
る。

4.５　圧接部の温度状況
　本工法による圧接部の昇温状況を従来アセチレ
ン工法と比較した測定結果を図 ９に示す。測定
は，D32-SD390鉄筋材に中心部と外周部に熱電
対を取り付けて測定した。天然ガスとアセチレン
ガスの単位時間当たりの投入熱量の違いにより昇
温速度に違いがみられるが鉄筋中心温度は圧接の
適正状態と言われる1200～1300℃に達している。表 4　圧接できる鉄筋の種類

区分 鉄筋の種類 鉄筋の呼び径

異形棒鋼
SD345 Ｄ19以上Ｄ51以下
SD390 Ｄ19以上Ｄ51以下
SD490 Ｄ19以上Ｄ51以下

表 ５　圧接できる鉄筋の種類の組合せ
鉄筋の種類 圧接できる鉄筋の種類

SD345 SD345，SD390
SD390 SD345，SD390，SD490
SD490 SD390，SD490

表 ６
項目 基準

ふくらみ直径 1.6Ｄ以上
ふくらみ長さ 1.2Ｄ以上
圧接面のずれ 1/4以下

偏心量 1/5以下
折れ曲がり ２度以下
片ふくらみ 1/5以下

その他 目視により，垂れ下がり，へこみ，焼き
割れが著しくないものとする。

表 ７
同径継手…17種

Ｄ19 Ｄ22 Ｄ25 Ｄ29 Ｄ32 Ｄ35 Ｄ38 Ｄ41 Ｄ51
SD345 ○ ○ ○ ○ ○
SD390 ○ ○ ○ ○ ○ ○
SD490 ○ ○ ○ ○ ○ ○

異径継手…９種
Ｄ19－22 Ｄ29－32 Ｄ38－41

SD345 ○ ○ ○
SD390 ○ ○ ○
SD490 ○ ○ ○

風、雨、偏心の性能確認…６種類
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4.６　硬度試験
　圧接部の硬度比較試験について，従来アセチレ
ン工法と比較した結果を図10に示す。試験は，前
述の4.5温度状況試験と同一条件でD32-SD390鉄
筋材で行った。測定結果に違いは認められないこ
とが確認された。

4.７　継手性能のまとめ
　本工法の継手性能は，認定試験で継手性能A級
を有することを確認している。認定試験以外に接
合断面組織，圧接部の昇温状況・硬度試験を実施
した。これらの試験は従来ガス圧接と比較する試
験としたが，ガス圧接の接合原理は本工法も従来
アセチレンガス圧接も同様なため，同等の結果が
得られることを想定していたが，改めて確認され
た。

５．品質管理および検査
５.1　品質管理
　本工法における圧接継手の品質を確保するに
は，①PSリングの品質，②鉄筋端面の直角・平
滑度，③外観形状，④作業手順や使用機器の統一
が重要となる。
　PSリングは，鉄筋径別にポリスチレン量，鋼
製リングの寸法などの品質基準を規定し，製作・
品質管理がされている。
　鉄筋端面は，還元性ガスの滞留を確保するため
に鉄筋と鋼製リングの密着が重要となるため，必
ず鉄筋冷間直角切断機で切断することにした。
　外観形状は，ふくらみの大きさ＝1.6d以上，ふ
くらみの長さ＝1.2d以上とし，他は従来ガス圧接
と同一基準とした。ふくらみの大きさは，鋼製リ
ングが圧接面の1.4d以上の外周部に圧接された状
態で残るため，1.6d以上とした。
　アセチレンガス圧接の作業手順や機器は圧接会
社間や作業者間で違いがある。本工法ではバー
ナー操作や作業手順，使用機器を統一し，バラつ
きを無くした品質管理を行っている。

５.2　検査
　本工法の継手検査方法は従来法と同様に外観検
査および超音波探傷検査とするのが適当である。

６．施工事例
　本工法による施工事例を紹介する。静岡県伊豆
縦貫道建設工事において本工法が採用され，鉄筋
径D51まで施工された（写真 ５）。
　そのほか，公共土木，橋梁，建築など幅広い分
野で採用され，2010年10月の初施工から2014年３
月までの約３年半で施工物件数1,194件，圧接施
工箇所数138万箇所となっている。今後，全国的
に施工会社数や資格者の増加も見込まれており，
施工体制が強化され更に施工物件の増加が予想さ
れる。

写真 ５

７．おわりに
　本工法は，天然ガスを用いることにより，地球
温暖化の主要因である二酸化炭素の排出量削減や
エネルギー使用量・廃棄物の削減など，環境負荷
の低減が図れるとともに安全性においてもアセチ
レンガスより優れる工法となった。還元材を用い
る新しい酸化防止技術は，作業者の作業負担を軽
減するとともに，還元炎での酸化防止技術によっ
て施工不良因子の削減が図れ，作業者の技量軽減
が図れた。また，作業機器・作業方法の標準化・
統一化は，品質の安定を図ることでのガス圧接作
業の信頼性向上に繋がるものと考えられる。
　本工法の市場投入後４年目を迎えるが，採用実
績は確実に増加し，今後の普及による社会貢献が
期待される。
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