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松川排水区雨水貯留管雨水貯留施設に
おける水理現象調査研究（富山市）

１.����
松川処理分区は合流式下水道で整備されているが，
都市化の進展により，流域の貯留機能が低下し，浸
水被害が顕著になっている。また，雨天時に未処理
下水の一部が越流して河川に直接放流されるため，
河川の水質汚濁が問題となっている。これらの対策
として，管径 5m，延長 1.1km，貯留量 20,000m3（浸
水対策貯留；14,100m3，越流水対策貯留；5,900m3，
図-1)の松川貯留施設が計画されており，雨水と合流
越流水を貯留して浸水対策と合流改善を行うもので
ある。

一方，貯留管の運用では，地下深い貯留管に雨水
等を流入させる高落差工や管内の空気を速やかに排
出する排気施設が安全に機能することが重要である。
これらの水理機能や排気機能が不十分な場合，施設
の損傷や人孔蓋の飛散などが生じる危険性がある。
松川貯留管本体は，浸水対策用と越流水対策用の
貯留空間が分離されており，約 500m にわたって中間
仕切り壁が設置され，複雑な貯留管構造となってい
る。特に，浸水対策用の貯留管は，曲線区間で管断
面が円形から半月形に変化するため，流入水の挙動
や空気の挙動が複雑となる。

図-1 貯留施設の概要
-1-

2011 年度

下水道新技術研究所年報

２.����
2.1 水理模型実験
松川貯留管は流下管ではなく，貯め切り貯留施設
であり，本実験においては損失水頭の評価等よりも
開水路流における跳水や段波現象，開水路流から満
管への移行時の残留空気の浮力による挙動の方が重
要となる。そのため，模型としては縦断方向縮尺を
調整しない無歪み模型（勾配が現地と模型で一致）
とし，縮尺は，水理現象と空気挙動を適格に再現で
きる縮尺を前提に，模型材料の規格を踏まえて，
1/15.64 を適用した。相似則はフルードの相似則を
適用した（表-1）
。

写真-1

合流人孔下流の越流水導水管の流況

表-2 越流水導水管の空気連行率（原設計案）

表-1 模型の縮率（フルードの相似則）

2.2 越流水対策区間の検討
(1)原設計案の検証
越流水対策区間の検討としては，東西の越流水導
水管から松川貯留管本体までの区間の流況確認と水
理機能の検証を行った。
原設計案の流況の問題として，東西の越流水導水
管が会合する合流人孔の下流で高速流が生じ，貯留
管への空気連行量が計画流量で 27.7%と大きいこと
が明らかになった（写真-1，表-2）
。合流人孔は，ら
せん案内路式ドロップシャフトにより落差処理をし
ているが，ドロップシャフトからの吐出水が高流速
で越流水導水管を流下する状況が確認された。
一方，貯留管本体の貯留状況としては，計画ハイ
ドロ流入時では，貯留管において段波は発生せず，
貯留管水位は穏やかに上昇し，満管移行時に残留空
気はほとんど生じないことを確認した。空気抜き管
からの排気風速としては，貯留管上流の空気抜き管
で満管直前に最大風速が生じることがわかった（図
-2）
。ピーク一定流入時では，貯留初期に 0.2～0.3m
（実物値）の段波が生じるが，段波は徐々に減衰し，
貯留管水位は安定した状態で上昇し，満管移行時に
残留空気はほとんど残らないことがわかった。また，
５割増一定流入時でも，問題となる水理挙動は生じ
ないことを確認した。
図-2 計画ハイドロ時の排気状況（原設計案）
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合流人孔から貯留管への空気連行率は，計画流量
時で 10.2%となり，原設計案の 4 割弱に低減された。

(2)対策案の検討
貯留管の貯留状況及び排気状況に関しては，原設
計案（図-3）でも特に問題ないことを確認したが，
合流人孔からポンプ室人孔までの越流水導水管の流
況が不安定で空気連行量が多いことから，整流対策
を検討した。

(3)最終形状の検証
合流人孔を改良した形状で，貯留管本体の貯留状
況と排気状況を検証した。
結果として，越流水導水管内の流況が安定するた
め，貯留状況は原設計案時よりもさらに安定化した。
計画ハイドロ，ピーク一定，５割増一定流入時な
ど，各流入条件において，貯留管に残留空気は生じ
ず，空気抜き管から速やかに排気がなされることを
確認した。
2.3 浸水対策区間の検討
(1)原設計案の検証
浸水対策区間は，ポンプ室人孔側の下流区間が背
割りによる半断面区間，上流側が円形断面区間とな
っている。浸水対策区間には，雨水幹線からの流入
が５箇所あり，いずれも流入人孔でドロップシャフ
トにより落差処理を行い，貯留管に接続している。
排気施設としては，ポンプ室人孔の開口部のほか，
貯留管の最上流端に内径 700mm の空気抜き管と中間
部に 600mm の空気抜き管が計画されている。浸水対
策区間では，これらの施設の特徴を踏まえて，流入
人孔からの流入状況及び貯留状況，排気状況を検証
した。
検証の結果，問題点として，各流入人孔からの流
入部において，ドロップシャフトからの吐出水が高
流速で貯留管へ流入しており，空気連行が大きい状
況を確認した(写真-2)。また，ピーク一定流入で検
証した結果，残留空気が最上流端の空気抜き管から
水とともに噴出する現象が明らかになった（写真-3）
。

図-3 ドロップシャフト吐出管（原設計案）
原設計案の合流人孔では，らせん案内路式ドロッ
プシャフトの吐出管が下流方向を向いており，吐出
管からの高流速が減勢されないまま，越流水導水管
を流下している。
対策として，ドロップシャフトの吐出管の改造を
検討した。吐出管を狭角 90°で２方向に設置する方
法を提案した（図-4）。吐出管の長さについては，人
孔内の減勢スペースを極力確保するため，本施設で
は標準設計の長さの 1/2 とした。対策により，合流
人孔底部の空きスペースで効率的に減勢でき，導水
管内の流況を安定化することができた。

写真-2

流入人孔から流入状況（磯部流入人孔）

写真-3

空気抜き管からの噴出状況（最上流端）

図-4 ドロップシャフト吐出管（改良案）
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流入量が最も多い磯部流入人孔から貯留管への空
気連行率は，計画流量時で最大 125.4%と非常に大き
いことがわかった（表-3）
。
最上流端の空気抜き管からの噴出のメカニズムは，
貯留管が満管になった後に被圧された残留空気が遅
れて上流端へ到達し，空気抜き管の中の水を被圧空
気が押し上げて噴出するものである。
貯留過程の状況としては，貯留管内の水位上昇は
穏やかであり，段波などの不安定な挙動は生じず，
下流側の背割り区間では，空気の残留がなく速やか
に満管に移行することを確認した。
空気抜き管からの排気風速として，越流水対策区
間と同様に，満管移行時に上流端の空気抜き管から
最大風速が生じることがわかった（図-5）
。

の空気抜き管からの噴出対策の検討を行った。流入
人孔からの空気連行量の低減対策としては，ドロッ
プシャフトの吐出管の向きの変更を検討した（図-6）
。

図-6 ドロップシャフト吐出管向きの改良
原設計案では，吐出管が接続管の方向を向いてお
り，貯留管へ直接的に高流速で吐出されていたため，
空気連行が大きくなっていた。改良案では，吐出管
の向きを接続管と直交方向に向けて，人孔内の内壁
に吐出水を当てて減勢し，混入空気を人孔内で浮上
させて，空気連行量を低減する方式とした。
磯部流入人孔において検証した結果，空気連行率
は最大で 125.4%であったものを 52.3%まで低減し，
原設計案に比べて 1/3 程度に低減できた。
空気抜き管からの噴出対策については，空気抜き
管の増設や位置の変更などの検討を行った（図-7）。
空気抜き管の増設では，最上流端に空気抜き管を３
本増設して４本として，ピーク一定流量を与えて効
果を確認したが，４本のうちの手前側の空気抜き管
から噴出が生じる結果となった（写真-4）
。上流端に
複数の空気抜き管を設置しても，空気が開放される
空気抜き管は手前側に限られるため，１箇所に複数
設置しても効果がないことが明らかになった。

表-3 磯部流入人孔からの空気連行率（原案）

図-7 上流端の空気抜き管の増設

図-5 ピーク一定流入時の排気状況（設計原案）
(2)対策案の検討
流入人孔からの空気連行量の低減対策と最上流端

写真-4
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空気抜き管増設時の状況（最上流端）
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次に，空気抜き管を５箇所の流入人孔の近傍にそ
れぞれ増設して効果を確認したが，噴出の勢いは弱
まるものの，上流端の空気抜き管から噴出が生じる
結果となった。貯留管が満管に移行する際には，上
流区間の管頂部に離散的に残留空気が生じるため，
空気抜き管を増設しても，満管と同時に，空気を完
全に排出することは不可能であり，空気抜き管によ
る対策では噴出現象の完全解消は困難であることが
わかった。
一方，下流側の仕切り区間では，空気抜き管の有
無にかかわらず，管頂部に残留空気は残らないこと
がわかった。断面形状として，管頂部が円形の場合
では，空気が平面的に広がっており，僅かな流れの
挙動でも，空気が分断されて残留空気が生じやすい
が，仕切り区間においては，管頂部が狭まっており，
空気がまとまりやすく，満管移行時にまとまって速
やかに移動し，残留しにくいものと考えられる（図
-8）
。
仕切り区間では空
気が残留しにくい

噴出水を空気分離人孔内で緩衝し，地上部に噴出
が生じない構造とする。

図-9 浸水対策区間の最終形状
流入人孔近傍の空気

円形断面では，空
気が残留しやすい

最上流端の空気抜き管
の設置方法

抜き管の設置方法
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貯留管

図-8 断面形と空気残留
接続管

(3)最終形状の立案
対策検討の結果を踏まえ，最終形状を次のとおり
立案した（図-9，図-10）
。
a.ドロップシャフト吐出管の向きの改良
空気連行率の低減に効果があることから，丸の内，
磯部，分水 18，総曲輪諏訪河原の４箇所の流入人孔
のドロップシャフト吐出管の向きは，接続管の向き
と直交方向に変更する。
b.空気抜き管の配置の変更
空気抜き管の増設が，上流端の噴出現象の緩和に
効果があることから，丸の内流入人孔と磯部流入人
孔の中間部にあった１本の空気抜き管に変えて，丸
の内流入人孔と磯部流入人孔の近傍に１本ずつ空気
抜き管を設置する。空気抜き管は流入人孔に接続し，
仮に噴出現象が生じても，流入人孔内で緩衝し，地
上部に噴出が生じない構造とする。
c.上流端に空気分離人孔を新設
上流端に管理人孔を兼ねた空気分離人孔を設置し，
空気抜き管を空気分離人孔に接続する。
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図-10

接続管

空気抜き管の設置方法（噴出対策）

(4)最終形状の検証
最終形状で，貯留管本体の貯留状況と排気状況を
検証した。ピーク一定流入による検証結果としては，
増設した空気抜き管により，残留空気が減少し，最
上流端の空気抜き管からの噴出現象は，原案時より
も緩和される状況となった。しかし，残留空気は完
全には解消されず，水と空気が空気抜き管から噴出
する現象は生じた。なお，噴出対策として空気分離
人孔を再現したが，空気抜き管からの噴出水は空気
分離室人孔で十分に緩衝され，地上部への噴出が生
じず，有効に機能することを確認した（写真-5）
。
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本研究は，越流水対策及び浸水対策を目的とした
貯留施設を再現した水理模型実験を行い，貯留管へ
の流入及び貯留状況，排気施設からの排気状況を検
証し，対策形状の検討を行ったものである。結果は
以下のとおりである。

写真-5

空気分離人孔による噴出対策効果

空気抜き管からの排気風速としては，原案と同様
に，満管移行時の最上流端で最大となるが，値は原
案 32m/s に対して最終形状 26m/s となり，風速を低
減することができた（図-11）。

図-11

ピーク一定流入時の排気状況（最終形状）
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(1)越流水対策区間
①合流人孔では，ドロップシャフトの吐出部の改良
を行い，空気連行率の低減と導水管内の流況の安
定化を図った。改良方法としては，吐出管を狭角
90°で２方向に設置し，人孔内壁に吐出水を当て
て，人孔内で減勢する構造とした。
②越流水対策区間の貯留状況及び排気状況は，現設
計案でも特に問題ないことを確認した。なお，合
流人孔で以上の改良を行った場合，貯留及び排気
状況がより安定することを確認した。
(2)浸水対策区間
①流入人孔のドロップシャフト吐出管の向きを接続
管の方向と直交方向に向けて，人孔内で吐出水を
一旦減勢して，貯留管へ流下させることで，貯留
管への空気連行の低減を図った。
②残留空気が生じやすい上流区間において空気抜き
管を増設することで，上流端の空気抜き管からの
噴出現象の緩和を図った。また，空気抜き管を流
入人孔の近傍へ移す配置とすることで，噴出発生
時の地上部への噴出の回避できる構造を提案した。
③上流端に管理人孔を兼ねた空気分離人孔の設置し，
空気抜き管からの噴出水を空気分離人孔内で安全
に緩衝され，地上部に噴出が生じない構造を提案
した。
松川貯留管は，貯めきりタイプの貯留管であり，
貯留状況としては，段波の発生はほとんど無く，安
定して水位が上昇していく状況であるが，満管移行
時においては，空気抜き管からの排気風速が急激に
高まることや，穏やかな水位上昇ながら，残留空気
が生じ，空気抜き管からの噴出現象が生じることな
ど，机上では想定しにくい現象を確認することがで
きた。また，これらを踏まえて施設の改良形状に反
映することができた。貯めきりタイプの貯留管の実
験事例は少ないことから，今後，類似の施設計画や
設計の参考となれば幸いである。
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