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１．はじめに

　都の第二世代下水道マスタープランにおける合

流式下水道の改善では，快適な水辺環境の創出に
向け，分流式下水道のレベルまで汚濁負荷量を削

減することを目標に，遮集量を現在の２倍から３
倍に引き上げるとともに，流域平均８mm相当の初

期雨水を貯留し高級処理する事業を進めている。

しかし，遮集量の3倍化の事業については，平成10
年代の後半に概成する予定であるが，8mm相当の

初期雨水貯留施設の完成には，長い年月と巨額の
投資が必要である。

　近年の厳しい財政状況の中で合流式下水道の改

善を進めていくためには，これまでの合流改善事
業の推進とともに，より効率的な新しい整備手法

が求められている。平成10年度の調査では，既設
管渠を初期雨水の貯留管として利用するためのリ

アルタイムコントロールシステム（以下，RTCシ

ステムと省略する）を，王子ポンプ所排水区に適
用した場合の合流改善効果について分布系流出モ

デルにより解析し，改善効果が期待できることが
判明した。また，王子ポンプ所でのヒアリング調

査結果を踏まえて，ポンプ操作要員の理解と協力

が得られるような段階的に目標貯留量を上げる
RTCの段階的整備方法を提案した。そこで，平成11

年度では平成10年度提案したRTCシステムの合流
改善効果をさらに高めるために，海外RTC先進都

市の最新技術の調査および国内メーカーの技術動

向調査を行い，最新RTC技術を明確化することに
よって王子ポンプ所排水区の段階的整備を考慮し

たRTC基本計画（案）を作成した。

２．雨天時下水道のＲＴＣの基本概念

　ＲＴＣとは，施設能力の最大活用を図るため，

排水システム全体を監視しながら制御を行うもの
である。雨天時下水道のＲＴＣを概念図で示すと

図－1のとおりである。

図－1　雨天時下水道のＲＴＣ概念図

　従来の雨水排水施設はある一定の計画降雨パタ

ーンに対しては最適に設計されているが，それ以
外の降雨に対しては柔軟に対応できず，施設能力

を十分に発揮できない場合がある。ＲＴＣを用い
た場合，様々に変化する降雨パターンに対して，

雨量や管内水位などを監視しゲートやポンプ所を

適正に制御することにより，雨水排水施設の流下
能力や貯留能力を最大限に活用することができる。

浸水対策では，管渠システムの排水能力や調整池
の有効ピークカット能力を最大限に，合流式下水

道改善では，越流頻度を最小にするために管渠シ

ステムの貯留能力を十分に発揮させるようにする。
管渠貯留能力を活用して合流式下水道改善を図る

場合のポンプ排水区域のＲＴＣの概念図を図－2
に示す。
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３．王子ポンプ排水区域の概要

　王子ポンプ排水区域の現在の雨水整備水準は，
降雨強度：50mm/時，雨水流出係数：50％であ

る。計画雨水流出係数を50％から75％に引き上
げる雨水整備計画を有しているが，実施は再構

築計画との兼ね合いから当分先になる見込みで

ある。既設遮集管の遮集能力は２倍であるが，
現在，合流改善事業として遮集倍率３倍化の遮

集幹線工事が実施中であり，平成10年代中頃に
完成する予定である。

　初期雨水の貯留管としては，土被りが15～５

ｍと比較的大きい堀船幹線，堀船南幹線の全線
と，王子西幹線のうち土被りが７ｍと大きい下

流部300ｍを対象に考えた（図－参照）。

４．ＲＴＣ実用化の第一歩に向けて

　雨水ポンプの操作は，安全確保の観点から低
水位運転を基本とするが，ＲＴＣによる初期雨

水貯留では，これとは逆に高水位運転をするこ
ととなるため，浸水に対する安全や信頼性の確

保が課題となる。ＲＴＣの初期段階では，自然

現象である降雨を対象に貯留能力一杯に活用し
て複雑なシステムを監視・制御を行うにはリス

クが大きい。不測の事態にも柔軟に対応できる
よう十分なフェイルセーフ対策を講じるととも

に，当初は目標貯留を可能貯留量より小さく設

定し，安全な状態で試行と学習を重ねて問題点
とその対策を明らかにし，段階的なレベルアッ

プを図っていく必要がある。
　そこで，王子ポンプ排水区域を対象に，個々

の監視・制御技術の信頼性や適応条件に加え，

王子ポンプ所の特性やポンプ操作要員の意向を

よく把握して，無理のないシステムとなるよう
に留意し，初期段階のＲＴＣの情報フロ－図（図

３）とその監視・制御方法を以下のように構想
した。

図－３　RTC情報フロー図

・レ－ダ－雨量情報：現在の性能や技術レベルに

鑑み，降雨強度の目安や
雨域移動の方向と速度の

確認に利用する。
・地上雨量計　　　：当ポンプ所流域内外６箇所

の既存雨量計の雨量情報

を流出予測計算に使用す
る。

・管渠内水位計　　：雨水幹線については貯留量
を，遮集幹線については

遮集能力の余力を，枝線に

ついては主要枝線から幹線
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を構築し，降雨量と管内水

位のリアルタイムの情報か

ら，15～20分先の管内貯留
水位を予測する。

・ポンプ運転支援　：流入・水位予測情報に基づ
　システム　　　　　き，ポンプ操作要員にポン

プ起動のタイミングや台

数を提示し，安全に貯留
と排水ができるよう意志

決定を支援する。
・目標貯留量　　　： ＲＴＣ導入の初期段階で

は，貯留管全線で自由水

面を確保し安定した水理
状態で安全に貯留を行う

ため，目標貯留量を最大可
能貯留量に対し十分に余裕

をとり，安全を確認しなが

ら段階的に引き上げていく。

・水位一定制御　　：ポンプ所からの放流量を最

小限におさえるために，
貯留水位を一定に保つよ

うポンプを制御する。

・制御切り替え降雨：浸水の危険性を回避しなが
ら管内貯留による合流改

善を行うために，浸水の
恐れが出る20mm/時以上の

降雨が発生した時点で，合

流改善用の運転から浸水対

策用の運転に切り替える。

・処理場運転情報　：降雨後，処理場処理能力を
利用し，貯留雨水を速や

かに処理場へ送水し高級

処理するため，処理場の
運転状況を把握する。

・最適ポンプ運転　：ポンプ操作要員は，ポンプ
運転支援システムが提示

する運転方法を参考に，

実際の水位や降雨量を確
認しながら最適なポンプ

運転を行う。

５．ＲＴＣ基本計画

　元々流下管として設計してある既設管を安全
にかつ効果的に初期雨水の貯留管として利用で

きるかどうかは，ＲＴＣの出来如何である。Ｒ
ＴＣは，現場計測システム，流入予測システム，

ポンプ運転支援システムの三つのシステムから

構成される。それぞれのシステムの実用化に向

けた基本計画を以下のように考えた。

5.1　現場計測システム

(1) 地上雨量計の配置
　管渠への流入量を的確に予測するため，王

子ポンプ排水区域内外の既存地上雨量計から
実際の雨量情報を５分毎にリアルタイムで入

手する。利用する既存地上雨量計の場所は，

王子ポンプ所，宮城ポンプ所，新田ポンプ所，
北区役所，北区防災センター，王子消防署の

６カ所である。各地上雨量計の設置場所とテ
ィーセン分割図を図－に示す。

図－４　流域概略図とティーセン分割図

(2) 管渠内水位計の配置

　雨水幹線については水位と貯留量を把握す
るため，水位計を現在のポンプ井の他，幹線

上流に向かって500ｍ間隔に新たに５カ所設

置する。遮集幹線については遮集能力の余力
を把握するため，流域外から流入する遮集管

の流域境界付近及び貯留雨水送水箇所に水位
計を設置する。枝線については主要枝線から

雨水幹線への流入量を監視するため，雨水管

へ直接分水される20カ所の分水施設の内，分
水量の多い７カ所に水位計を設置する。

5.2　流入予測システム

(1) 流入予測モデルの選定

　分布系流出解析モデルの内，海外でも広く
使用されて実績があり，かつＲＴＣ制御の機

能を持つMOUSE1)を使用する。また，MOUSEは，
合流式下水道の改善効果を把握するのに必要

な水質解析に関しても優れた実績を持ってい

る。
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(2) キャリブレーション（較正）

　流入予測システムは大小さまざまな降雨に

対応させる必要がある。そのため，モデルの
キャリブレーションは浸水の発生しない小さ

な降雨と，浸水の発生する大きな降雨，それ
ぞれ２降雨を対象に，ポンプ所の雨量データ，

浸水実績図，ポンプ稼働状況とポンプ井水位

のデータを用いて行った。検証結果は一定の
再現性が得られたものの，①水理データが降

雨量，ポンプ井水位しかない，②ポンプ吐出
弁開度が記録されていないため正確な吐出量

が分からない，③ポンプ所の雨量データのみ

を流域の代表値として使用した，④流域外か
ら流入する遮集管の流量データがない，など

からその再現性に限界がある。
　今後，より正確なモデルとするため，管渠

の要所に水位計を設置して流量データを収集

するとともに，ポンプ所ゲートの開度や遮集
管流量の実測値を得る必要がある。また，雨

量データについても流域全体の降雨のバラツ
キが反映できるよう流域内外の複数の雨量計

から５分毎のデータを収集する必要がある。

(3) 降雨予測
　初期雨水の貯留能力を高めるため管内水位

を一定に保つ場合，15～20分先の降雨予測に
基づくポンプやゲートの制御が必要となる。

流入予測システムでは実測の降雨量や水位デ

ータを基に流入量および水位を予測するが，

15～20分先までの予測を行うためには降雨観

測周期が５分であるため10～15分先の降雨予
測が不可欠である。そこで，レーダ雨量情報

による雨の動きや降雨強度の変化と，地上雨
量計データから10～15分先の降雨強度を予測

する。

(4) インターフェイス
　流入予測モデルと現場計測システムおよび

制御システム間のインターフェイスは海外の
事例ではSCADA（Supervisory Control and

Data Acquisition System：監視制御とデー

タ収集）2,3)システムにより行われている。
このSCADAシステムは都においても小規模監

視制御システムとして既に佃島ポンプ所（無
人）で採用されており，ＲＴＣ流入予測モデ

ルと現場計測システムおよび制御システム間

のリアルタイムでのデータ受け渡しには特に
問題はないと判明した。

5.3　ポンプ運転支援システム

(1) 目標貯留量の設定

　堀船幹線(φ3.8ｍ)がポンプ場に接続する
手前約400ｍから約2ｍほど深く敷設されてい

て，ポンプを低水位運転すると空運転になる
恐れがあるため，現況で高水位運転(起動水

位：TP－7.0ｍ)を行っており，結果として例
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外的にすでに10，600m3ほどの初期雨水の貯

留を行っている（図－５）参照。ＲＴＣ導入

による初期段階の目標貯留水位を，現在の運
転水位と同じTP－7.0ｍとする。

　目標貯留水位については，その水位で貯留
している時，50mm/時の計画降雨が前方集中

型で発生しても現行のポンプ運転方法（降雨

観測から順次ポンプを一台ずつ起動し全台稼
働するまでの所要時間：約23分）で，ポンプ

所機械室スラブの梁高(TP－5.0ｍ)まで水位
が上昇しないことを作成したモデルで確認し

た。なお，この時のピーク流量発生時刻は25

～30分の間でありポンプが全台起動した後と
なっている。

(2) 最適ポンプ運転方法
　初期段階のポンプ運転方法としては，ポンプ

所冠水につながる可能性のある雨の貯留を確実

に避けることを目的に以下のように考える。

① 　現在ポンプ所で大雨とされる20mm/時以上

の降雨が観測された場合，一旦貯留した雨
水のほとんどは排水せざるを得ない場合が

多いため，直ちに現行の雨水排水ポンプ運

転にする。
② 　現行の順次一台ずつ起動させる雨水排水

ポンプ運転で計画降雨に対応できることは
シミュレーションで確認されているが，よ

り安全性を高めるためポンプ２台同時起動

あるいは待機状態のない連続起動とするこ
ととする。

③ 　実測水位と予測水位の差がある一定値を
越えた場合は，自動制御から実測水位に基

づく手動制御に切り替える。

　なお，ポンプ運転支援システムの最も重要
な役割は，流入予測システムで予測した将来

の流入量や水位から，常にポンプの起動や台
数追加あるいは停止の時期を予測し，ポンプ

操作要員に適切なポンプ起動，停止の台数，

タイミングについて指示を出し，ポンプが頻
繁に起動－停止を繰り返さないようにするこ

とである。

(3) 水位一定制御

　動の少ない小降雨時（20mm/時未満）には，

目標貯留水位を常に保つようにポンプを制御
することで，管内貯留量を最大限にしてポン

プ所からの放流量を最小限におさえることと
する。また，水位一定制御はゲートによる管

内貯留部に対しても適用する。なお，ポンプ

井およびゲート上流部で最大に貯留していた

ときに50mm/時の計画降雨があっても，安全

にポンプ排水できることをシミュレーション

で確認している。
(4) システムの応答時間

　RTCによりポンプを運転制御する場合には，
水位や雨量などの計測データの収集から実際

にポンプが起動し定格の能力を発揮できるま

での時間が，ポンプ所への流入開始時間以内
であることがフェイルセーフ対策上重要にな

る。システム側の応答時間は10分未満（降雨
観測：５分，データ送信：数秒，流入予測計算：

1.5分，ポンプ起動の指示：数秒，ポンプ起動

後定格出力まで：３分）であり，王子ポンプ
所では降雨を確認後10分程度で流入が始まる

（ヒアリング調査）ことから，流入のピーク
（到達時間25～30分）が来る前に安全にポン

プを起動させることが可能である。

(5) ガイダンス情報
　ポンプ運転制御は自動制御を基本とするが，

導入初期は十分な実運転の確認を経ていない
ポンプ運転支援システムである。

　そこで，流入予測システムおよびポンプ運

転支援システムからの予測値（予測流入量や
ポンプの起動停止，吐出弁開度，ゲート開度）

をガイダンス情報として表示するとともに，
実測値（ポンプ井水位など）や，手動運転の

場合は仮に自動運転させた場合に予想される

現時刻の水位などを併せて表示することで，
システムの段階的なレベルアップに向け，信

頼性の評価や，システムの安全性向上に役立
てる。

(6) 処理場への送水処理法

　降雨後，直ちに処理場処理能力の余力を利
用して貯留雨水を処理場で高級処理するため，

処理場の運転状況と遮集管水位状況を監視し
ながら貯留雨水を処理場へ送水する。

5.4　段階的整備計画
　ＲＴＣを活用した管内貯留による合流改善は

①初期，②過渡期，③最終期の３段階で段階的
に進めて行き，システム全体に対して事前に確

実な対策を講じ，十分な試行と学習を積みなが

ら予期し難い各種の問題点を１つひとつ解消し，
また，徐々に目標貯留量に近づけることで合流

改善効果を高めてゆくものとした。
　各段階におけるＲＴＣシステムの概要を表－

１に示す。（なお，貯留水位については図－５を

参照）
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表－1　段階的整備方法

初　　　期 過　渡　期 最　終　期

基本戦略
貯留水位の一定制御による
貯留量の最大化（放流量の
最小化）。

貯留水位の引き上げ，かつ
水位を一定に制御すること
による貯留量の増大。

左記に加え，ゲート設置と
水位一定制御による貯留量
の増大。

ポン
プ井

TP-7.0m（現運転レベル） TP-6.5m（HWL） TP-6.5m（HWL）
最
大
貯
留
水
位

ゲー
ト設
置部

（設置しない） （設置しない） 1. 船堀幹線・王子
西幹線合流部から上流：
TP-5.0m

2. 船堀南幹線：TP-
6.0m

制御形態

自動制御　　ただし，各期とも支援システムの信頼性を確認するため導入時点ではオ
ンラインコンピュータ支援監視制御（手動）とし，各種データ収集をおこ
ない支援システムの精度向上を図り，システム安定後自動制御に切り替え
る。

制御範囲
ポンプ井のみの局所的な範
囲

同左 ポンプ井に加えゲート設置
部も含む貯留管全体

制御機器 雨水ポンプ 雨水ポンプ 雨水ポンプ，ゲート（2台）
計測機器 水位計，雨量計 同左 同左

合流改善
効果

確実な運転制御による合流
改善を期待。現状※より幾
分放流負荷量が削減する。

現状※に対して，放流回数
4%，放流量10%，ＢＯＤ 9%，
ＳＳ 15%の削減効果

現状※に対して，放流回数
13%，放流量23%，ＢＯＤ
22%，ＳＳ 27%の削減効果

※印：遮集倍率３倍化後の現状運転方法をいい，後述解析ケース３aを指す。

６．既設幹線の管内初期雨水貯留の合流式下水道

改善効果

　ＲＴＣを活用して既設幹線の貯留能力を初期
雨水の貯留に活用した場合に，目標貯留量に対

し放流負荷量がどれ程削減され，また，従来の
初期雨水貯留施設整備費と比較し経済的にどれ

程優位なのかについて検討を行った。

　MOUSEを用い新たに作成した流入予測モデル
を使用して，合流式下水道改善の整備段階別の

改善効果を求めた。ハイエトグラフは第二世代
下水道マスタープランの検討で用いた代表年間

ハイエトグラフ（年間降雨回数71回）を採用し

た。BOD，SSの汚濁負荷量についても，第二世
代下水道マスタープランの検討で用いた値を用

いた。

6.1　解析ケース

　検討したケースは以下に示す９ケースである。
（ケース３～５については，図－５参照）

ケース１ ：遮集倍率２倍を越えた雨水を放
流するポンプ所

ケース２ ：遮集倍率３倍を越えた雨水を放

流するポンプ所

ケース３ ：遮集倍率３倍化後の王子ポンプ所

 遮集倍率３倍＋管内貯留10,600m3

(ポンプ井：TP-7.0m)
　　　ケース３a：現状運転方法

　　　ケース３b：水位一定制御（ＲＴＣ初期）
ケース４ ：遮集倍率３倍化後の王子ポンプ

所

　遮集倍率３倍＋管内貯留14,500m3

(ポンプ井：TP-6.5m)

　　　ケース４a：現状運転方法
　　　ケース４b：水位一定制御（ＲＴＣ過渡期）

ケース５ ：遮集倍率３倍化後の王子ポンプ所

　遮集倍率３倍＋管内貯留21,200m3

 (ポンプ井：TP-6.5m，

ゲート操作：TP-6.0m，TP-5.0m)
　　ケース５a：現状運転方法

　　　ケース５b：水位一定制御（ＲＴＣ最終

期）

ケース６ ：第二世代下水道マスタープラン

の分流式下水道と同等の年間放流
負荷量

　遮集倍率３倍＋オフライン貯留

 27,200m3(流域7.5㎜相当)
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表－2　合流式下水道改善の整備段階別改善効果

ケース １ ２ ３a ３b ４a ４b ５a ５b ６

放流回数（回/年）
(54)
65

(32)
39 24 29 23 23 22 21

(7)
13

放流量（千m3/年） 2,507 1,067 933 896 856 838 837 719 569
BOD（ton/年） 99 29 23 23 21 21 21 18 9
SS（ton/年） 114 41 33 32 30 28 27 24 11

放流回数 100 60 37 36 35 35 34 32 20
放流量 100 43 37 30 34 33 33 29 23
BOD 100 29 24 23 21 21 21 18 9

ケース
１に対
する割
合(％) SS 100 36 29 28 26 25 24 21 10
貯留可能量（m3） ―― ―― 10,600 10,600 14,500 14,500 21,200 21,200 27,200

制御方法 ―― ――
現状
運転

水位
一定

現状
運転

水位
一定

現状
運転

水位
一定

――

（　）書きは第二世代下水道マスタープランの値

6.2　合流改善効果の解析結果
(1) 解析結果

　各ケースに対する合流式下水道改善効果は

表－2のとおりである。
表－２から以下のことがいえる。

① 　ケース１では，放流回数が65回と高い値
を示しているが，現況調査報告書の越流頻

度と比較的一致している。このことは，流

域内31カ所の分水人孔の一部に遮集倍率２
倍を確保する堰高が不足しているものがあ

るためによると考えられる。
② 　ケース２及びケース６において，今回の

解析結果と第二世代下水道マスタープラン

の値を比較すると，今回の解析結果の方が
年間放流頻度が大きい。これは，今回は分

布系モデルMOUSEを使用しているのに対し，
第二世代下水道マスタープランでは集中系

モデルの修正ＲＲＬ法を採用していること

によるモデルの違いと考えられる。一般に，
管路や分水施設の詳細な物理的条件をイン

プットできる分布系モデルの方が集中系モ
デルと比較しより正確にシミュレーション

を行うことができる。しかし，今回の調査

では，十分なキャリブレーションを行える
データが得られなかったため，どちらの方

がより正確なのかは検証ができない。
③ 　ケース３ａをケース２と比較することに

より，遮集倍率３倍化後の王子ポンプ所現

況運転（高水位運転）による管内貯留
（10,600m3）の合流式下水道改善効果が把握

できる。遮集倍率３倍化のみ（ケース２）

と比較し，放流回数，放流量，BOD，SSレベル

でそれぞれ４割，１割，２割，２割ほど削減

され，現行の運転方法でもかなりの効果が見

込まれる。

④ 　ケース３ａとケース３ｂを比較することに

より，王子ポンプ所でＲＴＣ導入初期段階の

合流式下水道の改善効果がわかる。ケース３

ｂではポンプ井を一定レベルで制御するため，

次降雨開始時の貯留残が多く放流回数が５回

増える結果となるが，降雨後の処理場送水量

が増加するため年間の放流量，ＳＳは３～４％

減少しBODは同じ結果となっている。

⑤ 　RTC過渡期のケース４bについては，ケース

３aに比べ管内貯留量が４割弱多くなるが，合

流改善効果は放流回数，放流量，BOD，SSレベ

ルでそれぞれ２割，１割弱，１割弱，１割強

ほど削減されるにとどまる。また，ケース４

ａと４ｂの比較は放流回数，ＢＯＤについて

は同じ効果であり，放流量，ＳＳでは１割弱

４ｂのほうが合流改善効果がある。

⑥ 　ケース５ａとケース５ｂを比較することに

より，最終段階での水位一定制御の合流式下

水道の改善効果がわかる。ケース３，ケース

４では水位一定制御による効果がほとんど出

ていないが，ケース５では水位一定制御を行

う場合のケース５ｂが，ケース５ａに比べて

放流回数は１回の低減であるが，他の評価項

目すべてにおいて１割強削減された。

⑦ 　ケース６はケース５ｂと比較すると，貯留
量は３割しか増えていないのにBODとSSに関し

合流式下水道改善効果はケース２に対し削減
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率では２倍ほど大きくなっている。これは，

管内貯留はオンライン貯留であるのに対し，

マスタープランの方はオフライン貯留であ
るため，一旦貯留された雨水が次の降雨に

より押し出されることがないためである。

(2) 考察

　ケース３では，水位一定制御による効果が
顕著に現れていないが，現在の運転は手動運

転でありポンプ運転員により運転水位に違い
があることから，確実な合流改善効果を期待

するためには水位一定制御による自動運転が

必要であると考える。
ケース３～ケース５の結果から，ある程度の

管内貯留量を確保できる場合，水位一定制御
とすることで，通常の停止水位になるまでポ

ンプを稼働させる水位制御に比べ合流改善効

果を向上させることができるものと考える。
　また，今回のシミュレーションでは，貯留

水を晴天時に処理場へ送水し高級処理を行う
ように考えているが，処理場で簡易処理を行

った方が放流回数や放流負荷の削減に有効な

場合もある。これは，梅雨時期や台風など降
雨が予想できる場合であり，貯留水を処理場

へ送水できずに未処理のままポンプ排水する
より，新たな流入が起こる前に貯留水を処理

場へ送水（簡易処理）し，あらかじめ貯留水

位を下げておくことで，放流量を削減し場合
によっては放流回数も削減できると考えるか

らである。
　一般的なポンプ所のＲＴＣ導入による合流

改善効果は，ケース２（遮集倍率３倍）とケ

ース５ｂ（ＲＴＣ最終期）の比較となり，そ
の効果は，放流回数，放流量，BOD，SSレベ

ルでそれぞれ５割，３割，４割，４割ほど削
減されることが期待される。計画雨水流出係

数を引き上げる雨水再整備管が整備されてい

る流域では，雨水管の全体の貯留量は流出係
数50％の場合と比較し５割近くアップし，マ

スタープランの貯留量を大きく上回り，合流
改善効果は，マスタープランに比肩できるも

のになる可能性がある。

6.3　建設費用と合流改善達成度

　RTCの各段階における建設費と，各段階と同
等の合流改善効果（BODを対象とする）を有す

るオフライン初期雨水貯留池の建設費を比較す

ることで，RTCに基づく管内貯留による合流改

善対策の有効性を評価した。また，建設費と合

流改善の達成度を比較することで，RTCの各整

備段階における投資効果の発現度を評価した。
　建設費は，RTCシステムでは設備費が大半を

占め，オフライン貯留池では土木工事費および
用地費が大半を占めることになるため，初期に

必要な建設費と，設備の更新も含めた50年間分

の費用を算出し比較した。なお，設備関係の標
準的耐用年数は15年，土木施設は50年とした（標

準的耐用年数：下水道施設改築・修繕マニュア
ル（案）―1998年版―：財団法人日本下水道協

会）。

　また，合流改善の達成度はケース２を基準と
した各ケースのBOD削減量をケース６＝100に換

算した場合の値として求め，BOD達成度として
表した。

　算定結果は表－３に示すとおりである。

　表－３から，以下のことが言える。
① 　初期の建設費で比較すると，いずれのケ

ースにおいてもＲＴＣシステムは貯留池建
設費の５割（用地抜き）から３割（用地込

み）の費用で済んでいる。

② 　50年分の建設費で比較した場合はRTCシス
テムの設備更新費用が大きくなるため用地

取得が必要でない場合には，RTCシステムは
貯留池建設に比べケース３ｂ（RTC初期）で

は４割弱余計に費用が必要で，ケース４ｂ，

５ｂでは９割程度の費用が必要である。
③ 　しかし，用地取得が必要な場合はケース

３ｂで約８割，ケース４ｂ，５ｂで約６割
の費用で済んでおり，RTCシステムの方がき

わめて有利であると言える。さらに，ケー

ス５ｂのRTCはケース６の３割の費用で５割
強の達成度を得ることがかる。

④ 　BOD達成度を建設費で除した建設費１億円
あたりの達成度（効果の発現指数）をみる

と，初期分の建設費においてはケース３ｂ，

４ｂ，５ｂでそれぞれ3.6，4.8，4.4，50年
分の建設費においては同様に1.3，1.7，1.9，

となり，システム導入初期においてはケー
ス４ｂ（ＲＴＣ過渡期まで）が，導入50年

後においてはケース５ｂ（ＲＴＣ最終期ま

で）が，効果の発現指数が高いことが分か
った。したがって，王子ポンプ所流域では

ＲＴＣ最終期まで行うことが妥当と判断す
る。
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表－3　建設費用と合流改善達成度（BOD達成度）

初期分 (用地込) 50年分 (用地込) BOD達成度
ケース３ｂ ①RTC初期 8.42 8.42 23.40 23.40 30

②貯留池2mm 13.60 25.15 17.05 28.60
建設費 ①／② 62% 33% 137% 82%

(億円) ケース４ｂ ①RTC過渡期 8.42 8.42 23.40 23.40 40
②貯留池3mm 20.40 34.60 25.00 39.20
①／② 41% 24% 94% 60%

ケース５ｂ ①RTC最終期 12.56 12.56 28.69 28.69 55
②貯留池4mm 27.20 44.08 32.95 49.83
①／② 46% 28% 87% 58%

ケース６ 貯留池8mm 54.40 80.65 65.90 92.15 100
効果の ケース３ｂ ①RTC初期 3.6 3.6 1.3 1.3
発現指数 ②貯留池2mm 2.2 1.2 1.6 1.0

ケース４ｂ ①RTC過渡期 4.8 4.8 1.7 1.7
BOD達成度 ②貯留池3mm 2.0 1.2 1.6 1.0
÷建設費 ケース５ｂ ①RTC最終期 4.4 4.4 1.9 1.9

②貯留池4mm 2.0 1.2 1.7 1.1

　以上から，厳しい財政状況，用地確保が困難な

状況において，合流改善を進めるためには，新た
な用地をほとんど必要とせず早期発現効果が高く，

かつ長期的にも経済性が高いＲＴＣシステムに基
づく管内貯留による合流改善策は非常に有効であ

るといえる。

７．適切な情報伝達手段

　地上雨量計と管内水位計をポンプ所と結ぶ情
報伝達手段として，下水道光ファイバーケーブ

ル，ＮＴＴ回線による方法が挙げられる。

　光ファイバーケーブルは，伝送容量，伝送速
度に優れ，ＲＴＣには最適である。しかし，王

子ポンプ排水区域には，現在，光ファイバーケ
ーブルが敷設されておらず，近い将来も雨量計

や水位計を接続できるルートに敷設予定はない。

　ＮＴＴ回線は，光ファイバーケーブルと比較
し伝送容量，伝送速度に劣るが，雨量情報や水

位情報を５分間隔で送信するのに十分であり，
他の方法と比べて最も経済的である。雨量計と

水位計からＮＴＴ回線までの伝送手段として，

地中ケーブル，無線通信，マンホールアンテナ
があり，個々の計測機器の設置状況により使い

分けることができる。
　以上より当面は計測機器からのデータ伝達手

段は，ＮＴＴ回線とする。ただし，一般回線は

通信速度が遅いこと，また，災害時などには回

線が混雑し不通となることがあるためＮＴＴ回

線は専用回線を採用するものとした。
　なお，王子ポンプ所と小台処理場とは，平成

17年度に光ファイバーケーブルで接続する予定
となっているため，敷設後はポンプ所と処理場

の情報伝達手段は，光ファイバーケーブルとな

る。

８．計測機器や情報伝達手段のフェイルセーフ対
策

　計測機器や情報伝達手段は，ＲＴＣの監視と

制御を支える生命線であり，一部の機器やライ
ンがダウンしてもシステム全体が麻痺しないよ

うフェイルセーフ対策を次のように考えた。
　雨量計については，数カ所の雨量計がダウン

しても残りの雨量計の雨量とティーセン分割図

を用いて流入予測計算が行えるよう予測システ
ムをプログラムする。

　水位計については，重要箇所には２個設置す
る。重要箇所とは，当面，浸水に対する安全に

直接影響を及ぼすポンプ井と雨水貯留管の６カ

所とする。
　ゲートについては，①ゲート上部に越流ゼキ

の機能を持たせる，②2連（左右，上下）ゲー
ト等にすることで駆動装置の複数化を図る，③

緊急開放できる制御装置をゲート部に設置する，

などの安全対策を講じる。また，ゲートが開放
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できない状況では幹線内が圧力状態となるため

最上流部でエア抜きを設置することも併せて必

要になる。なお，ゲートが開放できない状況で
ポンプ井および幹線が満水の時，計画降雨

（50mm/時）が発生しても上流区域での浸水の
危険性は無く安全にポンプ排水できることをシ

ミュレーションで確認している。

　情報伝達手段については，当面は，ＮＴＴ回
線の専用回線を別経路で２回線用意することで

伝達手段の二重化を図る。なお，無線系は基地
局の設置場所と設置費用，さらにメンテナンス

の必要性から，通信手段として採用しないこと

とした。

９．雨量計，水位計及びゲート設備の維持管理
(1) 雨量計

　雨量計は，受水口に入った落ち葉やほこり

などにより，測定精度に大きな影響を受ける
ため，定期的な清掃点検は重要な維持管理業

務である。特に豪雨後や長雨の季節にはより
頻繁な点検が必要となる。

　雨量計６カ所のうち，北区役所，北区防災

センター及び王子消防署の３カ所の雨量計に
ついては，各々の管理者と管理協定を結び，

常に良好な状態を確保できるようにする。
(2) 水位計

　水位計は，底部の受圧部がスカムや汚泥な

どで覆われると感度や精度が低下するため，
清掃点検は必要不可欠である。点検の周期は

設置環境に左右されるが，一般に数カ月に一
度程度の点検が必要である。

　また，水位計では，較正が重要な点検項目

である。水位計の較正は，基準標準レベルか
らレベル等で実測比較するため，基準レベル

を適切な箇所に設置する。なお，基準レベル
は地盤沈下により変化するので定期的に較正

する必要がある。

(3) ゲート設備
　ゲート設備は，緊急開放時に扉体が管渠底

部より下部に収納する構造であることから，
扉体収納部にスカムや汚泥などが堆積し易く，

ゲートの全開が困難になったり，止水性能の

低下につながるため，頻繁な操作点検および
清掃点検が重要である。

　操作点検は，ポンプ所制御室からの遠隔操
作で開閉操作を日常実施する。また，月に1

回程度の頻度でゲート全閉から緊急開放（ゲ

ート全開）操作を実施し，緊急時機能を確認

するとともに，損傷や異物の付着等がないか

の確認点検や，スカムや汚泥を除去する清掃

点検を実施する。

10．貯留雨水の送水処理と管内堆積物対策
(1) 貯留雨水の送水処理

　貯留雨水は，次の降雨に備えて降雨終了後

高級処理するため直ちに処理場へ送水する。
貯留雨水の処理は，日最大処理能力と日平均

処理能力の差を送水可能量として利用し処理
するものとした。すなわち，晴天時の夜間に

処理場の処理能力の余力を使い，処理場内雨

天時貯留下水を処理した後に，雨水管内の貯
留雨水を送水して処理するものとした。

　計算の結果，送水処理されるまでの時間は，
RTC初期段階(貯留量:10,600ｍ3）では約31時

間，RTC最終段階(貯留量:21,200ｍ3）では49

時間である。
　しかし，王子ポンプ所のある小台処理区で

は，流域での初期雨水貯留池の整備がされて
いないため，王子ポンプ排水区のRTCによる

初期雨水貯留を先駆けて実施すれば，他の排

水区の送水可能量を使えるため，この半分以
下の送水処理時間で済むことも考えられる。

　さらに，代表年間降雨（年間降雨数71回）
によるシミュレーション結果からは，気象情

報（予報）などを活用し降雨を予測して，雨

天時でも3Q量を上限として送水し簡易処理放
流を行うことが汚濁負荷の削減に有利となる

ことも考えられる。この場合，通常の処理場
送水時期（晴天時送水）だけでなく雨天時送

水も行うことで，現状運転水位（TP –7.0m）
においても水位一定制御の合流改善効果は高
くなるものと考えている。

(2) 管内堆積物対策
　王子ポンプ所では，現在すでに初期雨水を

TP-7.0mまで貯留し，これ以上の水位になる

場合排水する運転を行っているが，特に管内
堆積土砂の問題は発生しておらず，特別に管

内の浚渫や清掃は行っていない。
　また，雨水幹線やポンプ所沈砂池では，臭

気の問題はほとんど発生していない。

  以上のことから，RTC初期段階では，特別の
管内堆積物対策は必要ないものと思われるが，

必要となれば，強力吸引車による通常の清掃頻
度を幾分増やすことで充分対応できるものと考

える。
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11．RTC実用化のポイントと残された課題

　海外事例などを参考に実際のポンプ排水区域

をモデルに検討を進めてきたが，雨天時下水道
のＲＴＣの国内事例がないため，試行錯誤の中

で予期せぬ新たな課題が浮上したり，予想以上
に困難なところが多かった。しかし，検討の中

で以下のように課題と解決方法をまとめ，実現

化の道筋を明らかにした。
　RTC計画を最初に導入するポンプ所を決定し，

施設計画レベルまでに計画を具体化するには，
以下の課題を解決していく必要がある。

(1) RTC 導入効果の高いポンプ所の選定

　王子ポンプ所では，流入雨水幹線が逆サイ
フォンになっていて高水位運転を実施してい

るため，結果的に一定の初期雨水を貯留して
合流式下水道改善効果の高い運転を行ってい

る。しかし，一般的な雨水ポンプ所では流入

する幹線は比較的長区間フラットなまま流入
し，低水位運転を行っているため，RTCを導

入し高水位運転が可能となれば大きな合流式
下水道改善が見込まれる。RTCを最初に導入

するポンプ所の選定においては，合流式下水

道改善対策の優先度が高くかつ既設管の貯留
による合流式下水道改善効果の高いものを慎

重に選定する必要がある。
　したがって，既存管渠内を活用したオンラ

イン貯留による合流改善効果がどの程度のオ

フライン貯留施設の規模に相当するかをシミ
ュレーションにより算定し事業効果および実

現性等を把握することで，RTCシステムに適
したポンプ所を選定する。また，合流改善基

本計画の目標放流負荷量に対しては，RTCシ

ステムとオフライン貯留施設を併用すること
で実現性の高い施策を立案することができる

と考える。

(2) 精度の高い流入予測モデルの作成

　流入予測モデルには，今回使用している
MOUSEのような市販モデルと無料で入手でき

るSewer CAT4,5)のようなオープンモデルがあ
る。どちらのソフトも海外のものであり，都

仕様へプログラム追加修正やバグ修正時の責

任分担等に問題がある。また，流入予測モデ
ルは長期間使用するものであるため，購入費

や維持管理費が安価で，ソフトの更新を含む
製造元のバックアップ体制が整っているモデ

ルを選定する必要がある。なお，国内電機設

備およびポンプメーカーへのヒアリング結果

では，いずれのモデルでもインターフェイス

上問題がないとの回答を受けている。

　MOUSEによる精度の高い流入予測モデルを
構築するには，十分なキャリブレーションを

行うためのデータを得るために，予め必要な
場所に雨量計や水位計を設置し，２～３年の

観測データを集める必要がある。

(3) 最適化プログラムの開発

　RTCの最終段階では，貯留量の最大化，未
処理放流水量の最小化，運転コストの最小化

を図るものであり，これら目的を達成するた

めにはポンプやゲートなどの制御装置を最適
に運用する最適化プログラムをRTCシステム

に組み込む必要がある。具体的には，維持管
理費が最小となるようなコスト関数を組み込

んだプログラム化が必要であり，各種データ

蓄積を行うことで最適運用プログラムの実用
化を図る。

  なお，コスト関数の要素については，さら
に調査・評価を行う必要がある。

(4) 降雨予測
　初期雨水の貯留能力を高めるためには，管

内水位を高水位で一定制御する必要がある。
このためには，精度の高い10分から15分先の

降雨予測に基づく流入予測が水位一定制御に

不可欠である。そこで，現在の地上雨量計の
降雨強度と，レーダ雨量情報による雨域の移

動方向と降雨強度の分布や増減などのベクト
ル解析から求める補正係数を乗じるなどによ

って降雨予測を行うモデルを作成する。これ

によって，合流改善の向上に向けたポンプや
ゲートのより的確な制御や浸水に対するより

高い安全性の確保が可能となる。
(5) RTCシステムの継続的改善

　RTCシステムを良好に稼動させ段階的に向

上させてゆくには，現場の協力と支援が必要
であり，設計技術者とポンプ操作要員の間に

は良好な信頼関係の構築が必要である。
　そのためには，初期段階では，現状の運転

方法を大きく変えることなく，適切に配置し

た計測機器からの情報や流入予測情報をパネ
ル等に表示することによって，ポンプ操作要

員がシステムからの情報を十分に理解，信頼
し，システムの構築や改善に積極的に参画す

ることにより，システムを充実，向上させて

ゆく体制を築く。
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12．ＲＴＣの実現化に向けて

　平成11年度の検討で，ポンプ排水区域での効

率的な合流式下水道改善に向けた実用RTCの具
体的な姿が明確となった。

　現実的にRTCの第一歩を踏み出すためには，
RTCの流入予測モデルを始め，各種の計測機器

や制御装置の性能限界や課題を熟知し，不確定

要素には適切な安全率を与え，十分な安全性や
信頼性を確保しながら段階的なレベルアップを

図ることが重要である。
　RTC初期段階では，現在のポンプ運転を大き

く変えることなく，計測機器を適切に設置し，

より高水準なRTC構築に向けたキャリブレーシ
ョンのためのデータ収集の段階が必要となる。

　したがって，RTCを段階的にレベルアップさ
せていくためには，現場での試行錯誤など様々

な試みが必要となるため，RTC初期段階からポ

ンプ操作要員をはじめとした維持管理部門の理
解と協力が不可欠である。このためには，RTC

の効果や意義を明確にするとともに，安全性や
信頼性の確保に向けたハード，ソフトの対策に

ついて，計画段階から現場の施設管理部門との

緊密な連携のもとで進めていくことが緊要であ
る。
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