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研究論文

奈良県の中山間地域におけるパイプハウス形状の
調査とタイバーの適正な設置*l

神川諭*2 • 梅本博ー*3

*12015年農業環境工学関連 5学会合同大会および2016年農業施設学会大会において発表
*2奈良県農業研究開発センター，〒 633-0227奈良県宇陀市

”奈良県産業振興総合センター，〒 630-8031奈良県奈良市

要 旨

生産現場には様々な構造のパイプハウスが存在しており，積雪に対する強度について不明な点が多い。このことから，こ

れらパイプハウスに用いられているアーチパイプの形状を調査するとともに，積雪荷重の対策の 1つであるタイバーの適正

な設置位置について応力解析を行った。各アーチパイプの形状での最大応力が発生した部位は，軒高 1.2mで接地部であり，

1.5 mおよび 1.8mで軒部であった。屋根部よりも軒部にタイバーを設置することで最大応力は小さくなった。倒壊荷重は非

設置の約 2.3倍，屋根部の約 1.6倍となり，設置位質はアーチパイプの強度に大きく影響することが分かった。また，アーチ

パイプに掛かる荷重および部材強度を調査したところ，最大引抜荷重が十分に大きいネジタイプ留め具が有望であった。

キーワード：パイプハウス，アーチパイプ，形状の差異，積雪荷重，応力解析，タイバー，設置位置，留め具

緒言

近年，急速に発達した低気圧がもたらす積雪によるパ

イプハウスの倒壊被害が発生している（川上ら， 2010;

日本施設園芸協会， 2014;神川ら， 2014)。パイプハウスは，

ベンダーで直管パイプをアーチ状に曲げたアーチパイプ

を組み合わせて作られている。このアーチパイプの形状

は，ベンダーの機能や生産者の要望によって決定される

ため，生産現場には様々な形状をしたアーチパイプが存

在しており，これらの強度には不明な点が多い。ところ

が，アーチパイプの形状の違いによる強度についての報

告は少なく，アーチパイプの土壌への挿し込み位置と軒

部との水平距離（以下，水平距離，図 1) と軒高の高さ

の違いによる棟部の変位と軒高における応力解析の結果

があるものの（日本施設園芸協会， 1999), アーチパイ

プの形状と全体の応力について検討された報告はない。

パイプハウスの補強対策を行う上で，負荷時の発生応力

とその部位の把握は重要であることから，本稿では生産

現場のアーチパイプ形状を調査し，水平距離と軒高をパ

ラメーターとしてアーチパイプの応力解析を行った。

また，上述の解析結果で最大応力部位が軒部であっ

たことから， 1対のアーチパイプ同士を直管パイプで連

結する対策（以下，タイバー，図 2) に着目した（日

本施設園芸協会， 2014;ホクレン， 2005)。しかし，そ

の設置位置については，軒部と棟部の高低差を fとし，

軒高から f/4の高さがふさわしい（日本施設園芸協会，

2014; ホクレン， 2005) とされているが，その根拠は見
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当たらない。森山ら (2004) では，農作業に支障のない

屋根部の高い位置に設罹した場合に比べて，倒壊時に変

位の大きい軒部に設置する方が，アーチパイプの降伏耐

力が大きくなることが報告されている。しかし，異なる

形状のアーチパイプにおけるタイバーの設置位置につい

て検討はされておらず，加えて載荷試験による実証試験

も行われていない。そこで，タイバーの設置位置の違い

が最大応力に与える影響を検討し，その結果をもとに載

荷試験による実証を行った。また，神川ら (2014) で，

積雪荷重によってタイバーの留め具が外れた事例が報告

されていることから，適正なタイバーの留め具を抽出す

るためタイバーに掛かる荷重を測定し，引抜強度試験に

よって強度の高い留め具を検討したので，併せて報告す

る。

材料および方法

1. アーチパイプ形状調査

2014年 5月から 6月に奈良県桜井市，宇陀市，宇陀

郡曽爾村および御杖村で， 日頃巡回するパイプハウス群

において形状に関する調査を行った。調査部位は，鉛直

荷重に対するパイプハウスの強度に影響を与えるとされ

る（日本施設園芸協会， 1999) アーチパイプの間口，棟

高，軒高，アーチパイプ径（以下，パイプ径），水平距離，

軒部半径および桁行方向のアーチパイプ間隔とした（図

1)。なお，軒部の半径は弦長と弦高から求めた。
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桁行方向のアーチパイプ間隔 1対のアーチパイプの積雪幅
く 5.0m 1 --0.5mt 
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図1 調査部位および応力解析の設定条件

2. アーチパイプ形状の違いが最大応力およびその位

置に及ぽす影響

2015年 8月に SOLIDWORKSSimulation (ダッソー・

システムズ・ソリッドワークス社製構造解析ソフト

ウェア Ver.2010) を用いて，鉛直方向負荷に対するアー

チパイプの応力解析を行った。解析に用いたアーチパイ

プの形状は，後述する結果 1.で得られたアーチパイプ

形状とした（表 1) (以下，標準アーチパイプ） 。棟部と

両軒部で接線接続，接地部を完全拘束，アーチパイプの

材質は一般炭素鋼 SS400とした。アーチパイプに負荷

する鉛直方向の圧力は，奈良県奈良市針における 1988

-2014年の年間最高積雪深の平均 140mmと2014年の

2月に測定した雪比重 0.1g/cm3から 3.1kN/m2 (316.1 

kgf) とした。1対のアーチパイプにおける積雪面積は，

桁行方向のアーチパイプ間隔が 0.5m (図 1), 積雪間口

幅 5.0m (日本施設園芸 2001) とし，その荷菫がアー

チパイプ径 22.2mmの幅で 1対のアーチパイプに掛か

ると想定した。

3. タイバーの設置位置がアーチパイプの最大応力に

及ぼす影響

解析に用いたアーチパイプの形状は，標準アーチパ

イプとし，タイバーの設置位置は軒部から f= 0, f/8, 

f/4およびf/2とした (f=棟高一軒高）。タイバーの材

質は，アーチパイプと 同様の一般炭素鋼 SS400とし， 2.と

同様に応力解析を行った。

4. 載荷試験による適正なタイバーの設置位置の検討

2015年 2月に奈良県大和野菜研究センター内ほ場に

おいて，川上ら (2010) および小川ら (1989) を参考に

して載荷試験を行った。アーチパイプは，パイプ径 22.2

mm, 肉厚 1.2mm, 一般炭素鋼，間口 6m,軒高 1.8m, 

棟高 3.2m, 水平距離 0.2m とした。このアーチパイプ

に容積25Lのバケツを棟と棟から両軒部に向かって0.45

m間隔で 4個ずつ計 9個を設置した（図 2)。バケツの

重さの合計は 6.9kgであった。これに， 1kgfに定量し

た上器袋を棟から両軒部に向かって入れ荷重を掛けた。

座屈倒壊直前の荷重および両軒部の水平方向の変位を測

定し，それぞれ限界荷重， 両軒部の変位の和を限界変位

とした。変位は，パイプハウスの外側への変位を正とし

た。試験を 3回行った。なお，アーチパイプのねじれを

抑制するための固定枠を設置した（図 2)。加えて，反

復試験を行うため， 25.4mmの穴が開いた高さ 0.4mの

セメント製拘束用足場を深さ 0.4mに埋め，上壌への

アーチパイプの挿し込み部を固定した。

G.L. ...... 
0.4m 

図2 載荷試験における荷重の設置方法

5. 適正なタイバーの留め具の検討

2015年 7月 10日に機械的強度測定装置ロードセル荷

重センサー 100kN (10197.2 kgf) (インストロンジャパ

ン型式5582)を用いて引抜強度試験を行った。留め具は，

タイバーの両端に装着する金具であり，アーチパイプに

は鋼板製の自在金具を用いてボルトとナットで固定する

ものである（図 3)。試験には，タイバーの端にキャッ
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プを被せ呼び径 5mmのネジで留めるパイプ径 22.2mm  

用の S社製（商品名：自在Tバンド。以下，ネジタイ

プ留め具）とクサビ形の金具をタイバーの中に打ち込ん

で留める T社製（同：カナメックス。以下，クサビタ

イプ留め具）の 2種類を供試した（図 3, 図 4)。なお，

50mm 

2
 

図3 タイバーの留め具

1: アーチパイプ固定用自在金具

2: 22.2mm用クサビタイプ留め具

3: 22.2mm用ネジタイプ留め具

4: ネジタイプ留め具の内部。固定用ネジは呼び径 5.5mmで，

上部から約5mmタイバーに食い込むが貫通はしない（矢印）。

図4 引抜強度試験用留め具

（上 ネジタイプ留め具，下 クサビタイプ留め具）

長さ 200mmの直管パイプ両端に留め具を設置した。

ネジタイプ留め具のネジは約 5mm程度タイバーに食い

込むが，貫通はしない構造である（図 3)。 これらを長

さ0.2mの 22.2mm径直管パイプの両端に設置し，試験

装置に固定した。引張速度は 5mm/minとし，引抜時

の荷重および変位を各 3回測定した。最大引抜荷里は，

弾性変形時の接線と塑性変形時の接線の交点と定義し求

めた。

6. 載荷試験によるタイバーに掛かる荷重の推定

秤（クレーンスケール 300kgfデジタル吊り秤電池式

(HORIZON(樹））の両端に 3mm径のワイヤーロープを

つなぎ， 4.の f/8の位置に秤を設置した。10Nずつ荷

重を掛け，ワイヤーロープに掛かる荷重を測定した。試

験を 5回行った。なお，回帰直線は最小二乗法により求

めた。

結果

1 . アーチパイプ形状調査

奈良県の大和高原地城でよく見られるアーチパイプ形

状は，アーチパイプ径 22.2mm,間口 6.0m,棟高 3.0m,

軒高 1.5m, 水平距離 0.2m, 挿し込み深 0.4m軒部の半

径 303mmであった（表 1)。 この形状を標準アーチパ

イプとした。また，水平距離，挿し込み深および半径で

変動係数が高くなる傾向が見られた。間口が最大である

8mおよび桁行パイプ間隔が最大である 0.8mのアーチ

パイプには，いずれも 31.8mmパイプ径のアーチパイ

プが用いられていた。棟高は 2.3m ~ 4.0 m, 軒高は 1.1

m ~ 1.9 mのアーチパイプが存在したが，変動係数は小

さい傾向が見られた。

2. アーチパイプ形状の違いが最大応力とその位置に

及ぼす影響

応力解析には，標準アーチパイプの形状を用い，軒高

および水平距離は，平均値から標準偏差分（士 a) を変

化させパラメーターを設定した。すなわち，軒高を 1.8m,

1.5 m, 1.2 m とし，水平距離を 0.4m, 0.2 m, 0.1 m とした。

ただし，水平距離 Omは形状上存在しないため，水平

距離の下限は 0.1mとした。その結果，水平距離が大き

表 1 大和高原地域における標準アーチパイプ形状 Z

アーチパイプ形状
パイプ径 桁行パイプ間隔 間口 棟高 軒高 水平距離 y 挿し込み深 軒部半径x

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) 

標準アーチパイプ 22.2w 0.5士OS 6.0士0.8 3.0土0.3 1.5士0.3 0.2士0.2 0.4士0.2 303土139

変動係数 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 0.4 0.5 

最大値 31.8 0.8 8.0 4.0 1.9 0.4 0.5 1056 

最小値 19.1 0.4 4.4 2.3 1.1 0.1 0.3 108 

z : 奈良県桜井市，宇陀市，宇陀郡曽爾村および御杖村において， 183棟のパイプハウスを調査。
y : アーチパイプの土壌への挿し込み位置と軒部との水平距離。
x: 軒部の半径は弦長と弦高から求めた。
w: 最頻値
V : 平均値土標準偏差
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くなるほど，また軒高が低くなるほど最大応力は小さく

なった（表 2)。降伏応力とは，使用パイプが曲げ応力

に対して許容応力度を超え復元できずに曲がってしまう

応力であるが，標準アーチパイプにおける最大応力はこ

れを超えなかった。しかし，水平距離が 0.1m または軒

高が 1.8mになると降伏応力を超えるものがあった。ま

た，軒高が 1.2mではいずれの水平距離においても最大

応力部位は接地部であり，その他の軒部と比較して最大

応力は最小となった。その他の条件では最大応力部位は

軒部であった。なお，軒高，水平距離を変えてもその他

の条件は変えてない。

表2 アーチパイプ形状と最大応力の関係

水平距離

(m) 

0.4 

饂

0.1 

軒高
最大応力

(m) 応力
部位

(MPa) 

1.8 280.5 軒部

1.5 181.1 軒部

1.2 109.5 接地部

1.8 358.3* 軒部

騒 256.3 軒部

1.2 206.2 接地部

1.8 387.8* 軒部

1.5 333.2* 軒部

1.2 261.0 接地部

表 3 タイバー設置位置による最大応力の変化

水平距離 タイバーの 最大応力 2) タイバーなし 3)

(m) 設置位置 il (MPa) (MPa) 

0 39.9 

砂 34.54)
0.4 

f/4 

f/2 

65.4 

142.1 

280.5 

0 59.1 

0.2 
払

f/4 

寧

74.8 
358.3 

f/2 174.3 

0.1 
四゚

f/4 

f/2 

131.5 

37.9 

77.1 

220.5 

387.8 

1) 図2のアーチパイプ彪述において， o:軒部の最下部，
f/8: 軒部内， f/4およびf/2:屋根部内になる。
最大応力部位は，いずれもタイバーの連結部位である。

2)炭素鋼 SS400の座屈応力は282.7MPaである。
3)表2における軒高1.8mの場合の応力を表す。
4)下線は，各水平距離で最大応力が最小になる設置位置を表す。

表4 アーチパイプの載荷試験

タイバーの 倒壊荷重 倒壊変位 1)

設置位置 (kN) (mm) 

下線部：標準アーチパイプ形状を表す。
＊：降伏応力以上を表す。降伏応力は， 282.7MPa。

3. タイバーの設置位置がアーチパイプの最大応力に

及ぼす影響

応力解析の結果，すべての条件で最大応力はf/8で最

小になり（表 3)' アーチパイプに作用する最大応力は，

タイバーと連結している部位で発生した。また，その最

大応力は設置していない場合に比べて約 1/10になった。

4. 載荷試験による適正なタイバーの設置位置の検討

座屈倒壊に至る直前の限界荷重は，非設置， f/4,f/8 

の順で大きくなる傾向を示した。一方で，座屈倒壊時の

軒部の変位は非設置が大きな変位量を示したのに対し，

f/8位置にタイバーを設置した場合は変位量がその 1/10

にとどまった（表 4)。

5. タイバーの適正な留め具の検討

タイバーの引抜強度については，引張試験機で徐々

に変位を与え，その変位と引抜荷重の曲線の変曲点を最

大引抜荷重として扱うこととした（図 5)。ネジがタイ

バーに食い込んでいるネジタイプ留め具が 3.9kN (397.7 

kgf) であったのに対し，クサビの摩擦力でタイバーの

引抜を抑えているクサビタイプ留め具は 1.3kN (132.6 

kg£) にとどまった。

f/8 

l

i

-

．ー，
1

6

4

2

 
-z二
＿
蝙
憚
擬
＿
m

0.89士0.032> 20土 0.1

f/4 0.57士0.03 155土 1.7

非設置 0.39士0.01 237土2.4

1)高さ 1.8mにおける限界荷重時の変位。

両軒部の合算。

2)平均士標準偏差。 3反復。

------/ -, 
,/ ¥ 

‘ヽ
ヽ

ヽ ＾身、ー、ヽ、
-------ー・---··------ー・・~- '--,、―_

0 " 
0 10 20 

変位(mm)

ーネジタイプ留め具 ークサビタイプ留め具

図5 留め具の引抜強度

6. 載荷試験によるタイバーに掛かる荷重の推定

アーチパイプに掛かる荷重が増加すると， f/8の位置

に設置したワイヤーロープに掛かる荷重も増加した（図
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6)。これらには， y= 0.8307 X X + 0.002の正の相関が

見られた (r= o:998, y : ワイヤーロープに掛かる推定

荷重， x:アーチパイプに掛かる荷重）。

0

5

0

 

1
 

0
 

0
 

(
N
二
＿
躙
握
心
‘
る
諏
1
-
ト
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図6 f/8位置に設置したワイヤーロープとアーチパイプの荷
重の関係

1.0 

考察

1 . アーチパイプの形状

生産現場では様々な形状のアーチパイプが見られ，特

に水平距離，挿し込み深および軒部の半径の変動係数は

大きな傾向が見られる。その要因としては，建設時にアー

チパイプの挿し込み方向や深さが生産者によって異なる

ことが挙げられる。

2. アーチパイプの応力解析

生産現場のアーチパイプ形状調査によって定義された

標準アーチパイプの形状における応力解析では，水平距

離が大きくなるほど，軒高が低くなるほど，最大応力が

小さくなり，日本施設園芸協会 (1999)の結果と同様の

傾向が見られる。また，載荷試験に用いた軒高 1.8m,

棟高3.2mおよび間口 6m(ライズ比 0.23)のアーチパ

イプは，タイバー非設置の条件において 3.5kN/m2 (0.39 

kN/5 m/0.0222 m) (356.9 kgf/5 m/0.0222 m)の荷重で

座屈している。一方，このアーチパイプ形状に近似して

いる軒高 1.8m, 棟高 3.0mおよび間口 6m (ライズ比

0.2)の形状における応力解析からは， 3.1kN/ m2 (316.1 

kgf) の荷重で 287.2MPaの降伏応力を超えていること

から， 3.1kN/m2 (316.1 kgf) より少ない荷重で座屈す

ることが推察できる。これは，載荷試験に用いたアーチ

パイプのライズ比に比べて，応力解析のそれの方が小さ

いため，座屈しやすい（日本施設園芸協会， 1999)形状

をしていることが原因であると考えられる。以上のこと

から，載荷試験結果との比較を踏まえ，本応力解析は妥

当であるといえる。

3. タイバーの適正な設置位置

アーチパイプ径が 22.2皿 nより細く，かつ間口 6m

以上のパイプハウスは特に積雪による倒壊被害が多く，

対策が必要であることが報告されている（神川， 2014)。

今回の調査で明らかになった標準パイプハウスの形状は

これと一致していることや，標準アーチパイプはわずか

に形状を変化させることで降伏応力を超える（表 2) こ

とから，適正な対策を施す必要があることが分かる。ま

た，軒高が 1.2mのアーチパイプでは最大応力部位が接

地部であることから，このようなアーチパイプを補強す

る場合は，アーチパイプの脚部を補強する必要がある。

1.5 m以上のアーチパイプにおける最大応力部位は軒部

であり， f/8にタイバーを設置することで，限界荷重は

非設置の約 2.3倍に， f/4の約 1.6倍に増加し，軒部の

変位は大きく抑制される。軒部の下方のアーチパイプの

曲がり始めの位置である 0のタイバー設置位置では最大

応力は増加することから，その位置より下方での設置は

補強効果が劣る可能性があり， 0から f/8にあたるアー

チパイプの曲げ部分である軒部の範囲内で固定すること

が望ましい。ただし， 0の設置位置では最大応力は増加

することから，軒高が 1.5m以上のアーチパイプにおい

て最大応力が最小となるタイバーの設置位置は軒部内に

存在していると考えられる。これらのことから，タイバー

の設置位置はアーチパイプの強度に大きな影響を与えて

おり，軒部内に設置することが望ましいことが分かる。

以前から，タイバーの設置位置については，営農に支障

のない範囲に設置することが指摘されている（森山ら，

2004)。標準アーチパイプの f/8の位置にタイバーを設

置する場合，高さ約 1.7mとなる。日本の農業機械メー

カー 3社における出力 11PS~ 19 PSのトラクタの安全

フレームを立てた場合の車体全高は， 1.8~ 1.9 mであ

ることから， トラクタ乗り入れ時に接触する。よって，

軒高が 1.8m以上のアーチパイプであれば， f/8の位置

はおおむね 2.0m以上となることから，ハウス内で小型

トラクタによる作業を行う場合にも適用可能である。

4. タイバーの留め具

供試したネジタイプ留め具およびクサビタイプ留め

具の最大引抜引荷重はそれぞれ3.9kN (397.7 kg£), 1.3 

kN (132.6 kgf) である。また，タイバーに掛かる推定

荷重は，アーチパイプに掛かる荷重(x)と0.8307x+ 0.002 
の正の相関があることから，アーチパイプにそれぞれ

4.7 kN (479.3 kgf), 1.6 kN (163.2 kgf)の荷重が掛かる

まで留め具は耐えうることが推察できる。 f/8の位置に

タイバーを設置した場合のアーチパイプの限界荷重は，

0.89 kN (90.75 kg£) であることから，両留め具とも外

れないと考えられるが，アーチパイプ径が太いパイプハ

ウスや他の補強が施されているパイプハウスでは，クサ

ビタイプ留め具とパイプ間の摩擦力に近い荷重が掛かる

ことが予想されるため，固定用ネジで留めるネジタイプ

留め具を用いることで，十分な最大引抜荷重が得られる

と考えられる。
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5. まとめ

この他の積雪対策として，パイプハウスに中柱を 3m

間隔で設置する方法が知られている（日本施設園芸協会，

1999, 2014; ホクレン施設資材部資材課， 2005;福島県

農林水産部， 2011)。中柱による対策は高い補強効果が

得られ（川上ら， 2010), また最も普及している対策の

一つであるが（神川ら， 2014),農作業性が悪化すること，

設置および撤去に労力がかかることから，中柱の設置間

隔を広げて設置するために被害が発生している（神川

ら， 2014)。そのため，作業性を悪化させず，設置と撤

去労力を要しないタイバーは有効な対策であると考えら

れる。もともと，パイプハウスは経済性が考慮され，他

の農業用施設に比べ安価であるが（小川ら， 1989), こ

れら災害がパイプハウスを多数所有する経営体に与える

経済的影響は大きい。今後は，タイバーの適切な設置位

置と設置方法の普及が望まれる。

結言

本調査で，生産現場のアーチパイプ形状とその形状

に適したより詳細なタイバーの設置位置が明らかになっ

た。これまでに公表されている災害対策マニュアルには，

タイバーに棟部とタイバーをつなぐ直管パイプを設置す

る方法やアーチパイプの屋根部と V字につなぐ方法で

強度を高めることが提案されているが，その費用対効果

を検討した報告はなく，更なるパイプハウス補強の適正

化が望まれる。
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Surveying Configuration of Pipe-framed Greenhouses on Hilly and 

Mountainous Areas in Nara Prefecture and Appropriate Setting of Tie-bar. 

SatoshiK碑 !KAWA*1 and Hirokazu UMEMOT0*2 

*1 Nara Prefecture Agricultural Research and Development Center, Uda, Nara 633-0227, Japan 

*2 Nara Prefecture Institute of Industrial Development, Nara, Nara 630-8031, Japan 

Abstract 

With respect to the numerous configurations of pipe-framed greenhouse employed at farms in Japan, greater clar-

ity on pipe-frame intensity is required. Therefore, we conducted studies on several pipe-farms at farms and analyzed 

stress. We also identified the appropriate installation position of tie-bar, which is one of the measures of damage by 

snow. The maximum stress on the pipe-frame was distributed as follows: grounded part by 1.2 m eave heights, eave 

part by 1.5 m, and 1.8 m eave heights. By installing the tie-bar at the position of f/8 (on pipe-frame), the maximum 

stress on the pipe-frame was minimized. When we conducted the load carrying test, wherein the tie-bar was installed 

at the position off/8 (on Pipe-frame), the collapse load was increased to approximately 2.3 titnes than that in the ab-

sence of a tie-bar and approximately 1.6 times than when the tie-bar is installed at the position off/ 4 (on Pipe-frame). 

As we studied loads applied on pipe-frames, it evaluated with promising T-band that has sufficiently large drawing 

tensions. 

Keywords: Pipe-framed greenhouse, Pipe-frame, Difference in structure, Snow load, Analysis of stress, Tie-bar, Installa-

tion position, Fixture 
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