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比恵 9 号・12 号・13 号幹線における
水理現象に関する調査研究

1.

研究目的

平成 11 年 6 月と 15 年 7 月の二度にわたり大規模
な浸水被害を受けた福岡市では，市の中心部である
博多駅周辺地区を三度浸水させないための対策とし
て，
「博多駅地区緊急浸水対策事業」に取り組んでい
る。本事業によって，貯留施設や浸透施設が整備さ
れ，総体としての雨水整備水準は，既存の水準（時
間雨量 59.1ｍｍ，10 年確率）から既往最大降雨（平
成 11 年 6 月，時間雨量 79.5mm）に対応可能なとこ
ろまで引き上げられる。
比恵 9 号・12 号・13 号幹線は，本事業の一部とし
て平均土被りが約 11m の深さに新設される大規模な
流下・貯留施設である（内径 3,000mm～5,000mm，総
延長約 2,500m）。この幹線は，晴天時にドライ管理

されるため，計画降雨時（時間雨量 71.9mm，30 年確
率）には満管に遷移する過程で，段波，サージング
等が発生し，それが原因となって人孔地点からの雨
水の噴出やマンホール蓋の飛散事故等が発生するこ
とが懸念される。また，主要な流入地点の内，No.4，
No.6 の 2 箇所では，ピーク時に全量を貯留管へ流出
させる L 字カット分水方式が採用されている。
本研究では，シミュレーションにより決定された
幹線諸元に対して，シミュレーション解析では適切
な評価が難しい段波やサージング等の非定常現象と
空気の挙動を対象に，水理模型実験により現象の再
現とそれに基づく対策工の検討を行い，安全かつ安
定した幹線機能を確保するための改善策を提示する
ことを目的とした。
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2.

し，マンホール蓋から噴出する可能性有り
・圧縮空気塊が人孔内に噴出するときにエアー
ハンマーが生じる可能性有り

研究体制

本研究は，
（財）下水道新技術推進機構が，福岡市
からの受託のもとに実施した。

3.

水理模型実験について

3.1 既往の検討事例
近年，特異的な気象現象や都市化の進展に伴い雨
水流出量が増大し，その対策として，各地で大規模
雨水幹線や貯留管の建設が行われている。一方で，
集中豪雨等により，ピーク流出量の多い雨水が短時
間で雨水管路や貯留管に流入し，圧縮空気・下水の
噴出現象，マンホール蓋の飛散事故が顕在化してお
り，安全上の問題が指摘されている。
そのため，圧力流管路中で生じる水と空気の挙動
を把握し，原因究明と対策工検討を行うために，幹
線全体を対象とした水理模型実験による検討が平成
15 年頃から各地の地方自治体で開始されてきた。
成果としては，国総研と地方自治体および下水道
機構との共同研究をはじめ複数にわたるが，幹線の
配置形状や流入ハイドロの多様性ゆえに，標準的な
解決策は未だ得られていない。その一方で，マンホ
ールからの下水噴出の支配的な要因は段波，サージ
ングによる非定常現象であり，その解明には幹線全
体を対象にした水理検討が必要であることが認識さ
れている。
3.2 問題視される非定常現象
3.2.1 段波現象
ふき上げ人孔やポンプ所等，流れが急激に減速す
るような場所では，流れが堰き止められて上流側に
段波となって伝搬する。段波の発生に伴って不連続
な水面形が形成され，スムーズな排気を阻害し，空
気の排出が一箇所に集中したり，空気塊が管頂部に
拘束されて圧縮空気塊が形成される。
①空気の排出が１箇所に集中するため，空気量に
見合う排気断面を適切に設定する必要がある。
②管頂部に形成される圧縮空気が後述のサージン
グ等により移動し，人孔内に噴出される。
・人孔内では空気塊と水が混相流となって浮上

3.2.2 サージング
人孔間を水平管で連接される管路系では人孔水位
においてＵ字管振動（サージング）が発生する。自
由サージングの特性上，サージング現象を再現する
には，人孔や管路の断面だけでなく，管路の長さを
合わせる必要がある。サージングの発生により，人
孔水位の急上昇を引き起こす可能性や，管頂部の空
気塊を移動させて人孔から一挙に噴出する可能性が
ある。
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図－2 サージングの概念図
3.2.3 空気の連行現象
高落差立坑や急勾配管路を流下する下水は流速が
速く，下方に行くに従い加速される。このように高
流速で流下する下水の境界では周辺の空気を連行し，
一部は混入して下方に到達する。下方では連行され
た空気を巻き込み空気混入流を発生させる。
①空気の持ち込みよる流下断面の阻害
②管路内で空気が滞留し，圧縮空気が形成される

段波の遡上
図－3 段波に起因する人孔からの噴出現象の再現（他都市）
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水理的課題の整理
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空気混入

図－4 流入人孔における連行空気の概念図

4.

実験結果のまとめ・考察

実験方法

報告書の作成

4.1 検討方針
本幹線への主要な流入箇所は 5 箇所であり，住吉
公園（No.4）
，東住吉小学校（No.6）の 2 箇所の流入
地点では，Ｌ字カットにより降雨前半部分は既設幹
線側へ，後半部分はゲート操作により，全量が新設
幹線側へと流入する。この操作方式を用いることに
より流入地点を境とした流域分割効果が得られ，既
設幹線側においても既存施設を流用しながら 30 年
確率降雨へ対応することが可能となる。また，前半
部分は既設側へ流下させることによって既設ポンプ
場の能力を最大限活用できるため，貯留管の必要口
径を小さくできる。
また，残り 3 箇所の音羽公園（No.5）
，出来町公園
（No.1）等流入地点では常に全量幹線へと流入する
方式である。将来的には，伏越部から出来町公園ま
での区間にも流入部が計画されている。
しかし，L 字カットによる流入方式は，10m3/s を
超える大量の雨水を一挙に幹線内に取り込むシステ
ムであるため，流入過程で発生する段波等の非定常
現象がスムーズな排気機能を損なう可能性があり，
結果として幹線が保有する貯留機能，流下機能を損
なう可能性がある。
本検討に使用する水理模型範囲は，現象の再現性，
非定常現象の連続性を確保する主旨から幹線全体を
再現した模型が望ましいが，模型製作・実験計測の
コストの急増，実験用地確保の困難性から，必要最
小限の範囲に絞って，「比恵 12 号幹線」と「伏越部
を含む 9 号幹線の上流部」および 12 号との合流を再
現するための「13 号の一部区間」を再現する模型と
した。検討フローを，図－5 に示す。
・幹線：比恵 12 号幹線，比恵 9 号幹線(一部)，
比恵 13 号幹線(一部)。
・特殊人孔： No.5(全量流入)，No.6(L 字分水)，
No.3(伏越上流)，No.2(伏越下流)

図－5

検討フロー

4.2 実験施設
4.2.1 模型縮尺
下水道管渠および人孔内の開水路流れに対しては，
水の粘性・表面張力に比較して重力に起因する慣性
力の影響が卓越する。現象の相似性を保証するため
に，今回は実物と模型のフルード数（Fr）を等しく
する「フルードの相似律」が満足されることを模型
製作条件とした。
そして，実験施設の規模，計測精度を考慮して断
面方向に縮尺 1/15 程度の模型を使用することとし
た。市販アクリル管の規格により細部調整を行い，
最終的に 1/15.528 と設定した。
4.2.2 模型の構造と再現範囲
(１) 人孔模型
人孔は水理構造の全体を再現し，材質は人孔の外
部構造を流況観測の容易性を考慮して透明アクリル
製とし，内部構造を木製とした。
(２) 幹線模型
幹線模型の再現範囲は，検討対象である比恵 12
号幹線については水理構造の全体を再現する。合流
する比恵 13 号幹線については，合流部の流況を再現
する必要長として，管径φ5,000mm の 15 倍程度以上
を再現した。比恵 9 号幹線は，比恵 12 号との合流点
から伏越し下流側人孔（No.3）までを再現した。
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(３) 付帯設備
流入施設として給水管・整流水槽，ポンプ排水量
を計測，排水するための量水堰，排水路を付帯した。
なお，各流入施設には，ハイドロを通水するため
の自動制御弁を設け，流入量をコンピュータにより
制御した。
4.2.3 データ項目と測定方法
(１) 水位
1/10mm 読みのポイントゲージ，1mm 読みのスケー
ルを用いた。非定常実験の水位変動には必要に応じ
サーボ式波高計，容量式波高計を用いる。
(２) 流量
給水管に設置する電磁流量計を用いた。
(３) 圧力
静圧の測定には，φ1mm のピエゾメータと水柱マ
ノメータを用いた。圧力変動の測定には圧力変換器
を用いた。
(４) 流況
流れに色素を投入して 35mm カラー写真とビデオ
に記録した。
(５) 排気量
人孔に取り付けた排気口に排気管を設置して風速
計を用いて空気量を算定した。

5.

実験結果

計画降雨（1/30 年）の流入に際して，比恵 12 号
幹線，伏越部を含む比恵 9 号幹線の上流部，比恵 13
号幹線の一部区間を再現した水理模型を使用して水
理現象を把握した。
さらに，当該区間の排気施設の配置，必要断面お
よび No.6 人孔における L 字カット分水を可能とする

形状変更を行った。以下に検討結果を示す。
5.1 幹線全体の流況
計画降雨を流入させた場合にも，幹線内の水位は
緩やかに上昇し，満管状態に遷移するまで，段波，
サージング等の問題となる流況がないことが確認さ
れた。
5.2 排気施設の必要断面
流入人孔からの連行空気や流入水によって幹線お
よび人孔部にて置き換えられる置換空気を排出する
ために，排気施設を各人孔の頂版に設ける必要があ
る。
実験結果も参考にしながら，各人孔に設ける排気
口の断面はピーク風量に対する風速制限を 20m/s に
して設定することを基本とした。その場合，排気管
の必要口径は最大で 1.2m と計算された。ただし，排
気管を地上から 3.0m 程度以上立ち上げるなど，高風
速が直接歩行者等に当たらないようにする工夫の必
要性があると考えられた。
5.3 L 字カット分水人孔（No.6）の構造変更
5.3.1 L 字カット全量取り込み対策
ピーク流量の全量を比恵 12 号幹線に取り込むた
めに，分水人孔の構造変更が必要であることが実験
の結果判明した。そこで，今回は人孔内のスラブ標
高を変更することが妥当と判断された。
No.6 人孔を対象にした実験では，中間スラブを原
設計形状に対して 1.7m 下げることで全量取り込み
が可能となることを確認した。
5.3.2 中間スラブにおける通気口設定
L 字カット分水人孔の構造は，中間スラブにより

図－6 幹線模型の全体図
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隔壁設置し、排気
スペースを確保
人孔頂版からの排気

磨耗対策

スラブ下げ

←上部空間
中間スラブ→

←下部空間

図－7 No.6 人孔の改良概念図
上部空間と下部空間を隔てており，L 字分水時には
ゲート開口部から一挙に下部空間に放流される構造
である。
このため，ゲートからの流出開始時には，上部と
下部の空気の疎通を遮断し，上部空間では急激な人
孔内の水位低下による吸気が，下部空間では連行空
気，置換空気の排気が生じることが判明した。そこ
で，ゲート流出先のスペースを利用して，隔壁等に
より排気スペースを確保する案を提案した。
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5.3.3 No.6 特殊人孔側壁の摩耗対策
L 字カット開始後にゲート開口部から噴出する下
水が人孔側壁を直撃することから，砂レキ等により
磨耗・損傷等の対策が必要と考えられる。そのため，
ゲートからの流出が直接衝突する部分には摩耗対策
を行う必要があると考えられた。

図－8 L 字カットの開始から 2 分早期に開操作を開
始した場合（No.6 人孔）
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5.4 L 字カット分水人孔のゲート操作の課題
ゲート操作は，計画ハイドロにおいて既設幹線か
らの流入量が 6.5m3/s になった瞬間に一挙にゲート
を全開し，全量を取り込むように計画されている。
しかし，開口面積が大きく（3.0m×3.0m(No.4)，2.0m
×2.0m(No.6)）実際は動作完了までに最速でも 4 分
を要することから，その操作時間に対応して早期に
ゲート操作を開始する必要がある。
既設幹線からの No.6 人孔への流入に際して，ゲー
トを一定速度（No.6：2.0m/4 分，No.4：3.0m/5 分の）
で開操作する場合のゲート流出量，既設幹線への流
下量の時系列を再現計算し，L 字カット開始時に全
量比恵幹線に取り込み，既設管下流への流下を断水
することのできる操作方法を検討した。
その結果，ゲート操作に要する時間が数分要する
場合でも，L 字カットのタイミングよりも No.6 人孔
では 2 分前に，No.4 人孔では 1～2 分前に操作を開
始すれば，比恵幹線への増分量を極力軽減した上で，
全量取り込みが可能となることが判明した。
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図－9 L 字カットの開始から 1 分早期に開操作を
開始した場合（No.4 人孔）
5.5 堆積土砂の課題
本雨水幹線は，流域面積約 146.95ha の地域の浸水
対策を目的とする大規模雨水貯留幹線であり，かつ
No.6，No.4 人孔の L 字流入箇所では，既設幹線から
全量流入となるため，雨天時には当該流域からの土
砂の流入が生じると予想される。当該施設の維持管
理の方針として，貯留管部の堆砂は次降雨の流入時
のフラッシュ効果により流下するように設定され，
伏越部は，常時非ドライ化状態であるため，堆積土
砂は定期的に高圧洗浄＋バキュームによる吸引排土
を行うとしている。
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そこで今回は，貯留管部に対して次降雨によるフ
ラッシュの効果の検証実験を行うとともに，伏越部
を対象に上下流人孔の堆積状況，伏越管路の土砂の
流送状況を確認し，次のような結論を得た。
(１) 幹線におけるフラッシュ効果
粒径 1.5mm 程度の堆積であれば，次降雨の流入に
より，比恵 12 号幹線に堆積した土砂がフラッシュさ
れ，ほぼ全量 No.5 人孔に到達することが確認された。
しかしながら，幹線への混入が想定される土砂の
60％通過粒径である 3mm 程度の砂に対しては，次降
雨の流入により砂の移動は確認されたが，土砂の移
動速度が遅く，1 回の降雨では No.5 人孔に到達する
ことが難しい状況であることが分かった。
なお，土砂堆積量については降雨の流入パターン
などにより異なるため，土砂搬出の頻度や具体的な
方法等について確定することはできなかった。
(２) 伏越部における堆砂特性
伏越部の実験結果から，伏越管上下流部の人孔底
部については土砂が堆積する可能性が高いことが判
明した。上流側の人孔は，滞留域に土砂が堆積する
可能性が示唆されたが，インバートを設けて下流に
土砂を流送しやすい形状に変更することが望ましい。
他方，下流側の No.2 人孔の底部では，上流からの土
砂が最終的に堆積するため，幹線の機能低下を来す
可能性が高い。
ただし，伏越人孔（No.2，No.3）は交通量の多い
博多駅前通りに位置し，頻繁な排砂作業は困難であ
る。そこで，図－10 に示す排砂方法を提案した。

●この研究を行ったのは
研究第二部長
研究第二部副部長
研究第二部副部長
研究第二部研究員

松島
吉川
依岡
宮原

伏越管部は上下流の人孔に比べて平均流速が速く
なるように管径が決められているため，顕著な堆積
は生じないものと考えられるが，伏越管路部の堆砂
を完全に否定するだけの予測手法や技術的知見を持
ち合わせていないことから，供用開始後の状況を踏
まえた対応が必要であると考えられる。

図－10 伏越部の排砂方法の一例

6.

まとめ

本研究では，福岡市の中心部に新設される雨水幹
線の構造が実運用上支障のないことを検証するため
に，シミュレーション解析では適切な評価が難しい
段波やサージング等の非定常現象と空気の挙動を水
理模型実験により再現した。そして，結果に基づい
て対策工の検討を行い，安全かつ安定した幹線機能
を確保するための改善策を提示することができた。
今後，各地で整備が進む貯留施設の計画や運用方
法について検討される際に，参考例として一助とな
れば幸いである。
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