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１．はじめに

　東京都の下水道は雨水対策の重要性から，下

水の排除方式として，合流式を採用してきた。
合流式下水道は汚水と雨水を同一の管渠で流下

させるシステムであり，一般に，汚水量は雨水
量に比べると極めて少ないため，処理施設を増

設することにより，増大する汚水を排除・処理

することに柔軟に対応することができる。また，
当システムは雨天時には分水人孔において分水

を行い，一定量を遮集して処理場に送り，それ
を超える雨水を公共用水域に放流している。

　このシステムの問題点としては，計画どおり

の分水が行われない場合，例えば遮集量が大き
いと下水処理場に過大な処理負荷がかかり，遮

集量が小さいと汚濁負荷の高い雨水が公共用水
域に放流されることになる等，下水道の経営上

また環境上の両面を合わせ持っている。東京都

下水道局では晴天時汚水量の3倍を遮集量とし
て計画・実施しているが，これまでの設計手法

による分水人孔では，計画どおりの分水機能を
期待することが難しい状況にある。

　また，第二世代下水道マスタープランを推進

するにあたり，合流式下水道の改善事業，再構
築事業等では従来の遮集目的の分水に加え，貯

留施設への分水，増補管への分水等，様々な目
的の分水が計画されている。

　このように，計画どおりの分水を行うことは，

環境問題上，下水道施設の運用上および維持管
理上から，重要な事項と位置づけることができ

る。さらに，既存の分水人孔に対して遮集量の
総合的な調査は行われておらず，浸水対策の視

点での雨水貯留のための分水に対する検討が

個々に行われている状況にある。
　このようなことから，本調査研究は既存分水

人孔に対する遮集量の総合的な調査を行って，
その問題点に対する対策方法に関する調査研究

を加えたものである。

２．調査概要
　前述のような背景のなかで現実の遮集量の検

証あるいは，目的にあった分水を実現するため
の設計手法を確立する必要性が強く求められる

ようになってきた。

　このため，この調査研究では，先ず，芝浦処
理区をモデルとして，既往の設計手法による分

水人孔の分水特性を検証し，問題点の抽出・整
理を行った。次に，この問題点を解決するため

の新たな分水方式（Vortex Valve）の提案を行

うとともに，水理模型実験および現場での実証
実験を行うことにより実用化に向けた調査研究

を行ったものである。
　調査研究は図－2.1に示すフローに従って行

った。

５－３　芝浦処理分区分水入孔に関する水理模型実験調査その５
新たな分水人孔に関する調査・研究 (Vortex Valve)
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３．既設分水人孔の調査

3.1　目的および対象流域
　東京都下水道局で現在採用されている主な分

水構造についての分水特性を把握し，その水理

特性および問題点を抽出・整理することを目的
として行った。

　調査対象としたのは，処理区別でみた場合に
分水人孔の設置数が最も多い芝浦処理区である。

（表－3.1参照）

表－3.1　処理区別分水人孔数（平成5年3月31日現在）

処理区
排水面積
A（ha）

分水人孔数
n（個）

芝浦 6,420 354
三河島 3,936 215
砂町 4,667 26
小台 1,687 80
落合 3,506 151

森ヶ崎 12,882 97
小菅 1,633 1
葛西 4,889 43

新河岸 10,474 198
中川 4,440 0(分流地区）
合計 54,534 1,165

開始

1.資料収集整理

　・芝浦処理区内の分水人孔構造図

・ 分水人孔に関連する流量表
・分水方式の分類
・遮集量規模の分類

2.代表的な分水人孔の抽出

　・芝浦処理区内の代表的形状 3 タイプの抽出

3.代表的形状の水理模型実験

・ 流入量～遮集量～放流量の関係調査

4.問題点の抽出

・ 分水開始流量の問題点

・ 計画降雨時の分水特性の問題点

・ 分水特性改善の必要性確認

5.Vortex Valve に関する基礎調査

・ 文献調査による調査（構造・原理）

6.Vortex Valve の水理特性調査

・ 水位～流量の基礎調査

・水位～遮集量～放流量の関係調査

8.Vortex Valve の有効性確認

・ 既存分水人孔との比較

・ 制約条件の整理

7.現場実証実験

・ 維持管理上の問題点抽出

・ 現場での分水特性確認

9.Vortex Valve 設計手法の確立

・ 設計者のための設計手法

終了

図－2.1　調査研究フロー

実際の遮集量の検証 Vortex Valve の調査研究
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3.2　資料収集整理

(1) 人孔構造による分類
　芝浦処理区内354箇所の分水人孔構造を人
孔形状，堰形状，流入管本数，流入方向の違
いにより分類した結果を図－3.1に示す。
　ここで，調査対象とする分水構造を次の
ように絞り込んだ。すなわち，人孔形状は

「矩形」「円形」，流入本数は「2本」「1本」，

堰形状は「直線」「円弧」，流入方向は「複
合」「横」「正面」「衝突」に限定することで

調査対象とする分水人孔は200基に絞り込ま
れた。

　このことを基に，分水人孔の形状・形式

について再度分類した結果は，表－3.2に示
される。

　表－3.2によれば，「直線堰横越流型」「直
線堰複合型」「円弧堰正面越流型」の出現頻

度が高く，矩形人孔と円形人孔を合計する

と138基になり，絞り込まれた分水人孔200
基のうち約7割にあたる。したがって，後述

の水理模型実験ではこの３種類の型式を調
査対象とした。

(2) 計画遮集量による分類

　芝浦処理区内354箇所の分水人孔のうち流
量表等によって計画遮集量が確認されたのは

138箇所である。これらの分水人孔における
計画遮集量の流量規模を分類・整理した結果

を図－3.2に示す。

　これによると比較的小さい計画遮集量が多く，

0.2m3/s以下のものだけで，全体の半数以上を占
めている。これは，当処理区の特徴として，大部

分が自然排水区であること同時に，処理区全体に
比較的大きな河川が存在する地形的条件も理由の

ひとつである。

　自然排水区とポンプ排水区の相違点は，自然排
水区では計画的に小さい排水面積で雨水を河川に

放流することができ，分水人孔数が多く，計画遮
集量規模が小さい。ポンプ排水区では，ポンプ所

で収容し，集中的に雨水と汚水を分水するため計

画遮集量規模は比較的大きくなる。

図－3.2　　計画遮集量の分類（芝浦処理

区）
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図－3.1　既設分水人孔の分類（芝浦処理区内の全分水人孔）

人孔形状 流入本数 堰形状 流入方向
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表－3.2　主な分水人孔の形状・形式

流入管1本 流入管2本      　
形式
形状

正面越流型 横越流型 複合型 衝突型
計

直
線
堰

　　　　　　　
6基

(1)
38基

(2)
36基

　　　　　　　
5基

85基

矩
形
人
孔

円
弧
堰

(3)
19基

　　　　　　　
6基

(4)
15基

　　　　　　　
4基

44基

直
線
堰

　　　　　　　
3基

(4)
15基

(6)
14基

　　　　　　　
2基

34基

円
形
人
孔 円

弧
堰

(6)
16基

　　　　　　　
3基

(8)
13基

　　　　　　　
5基

37基

計 44基 62基 78基 16基 200基
かっこ内の数字は出現順位を表している。
図中の　　は流入（合流），　は遮集（汚水），　は放流（雨水）を表している。

　このような理由により，自然排水区では，

分水人孔数が多く，計画遮集量の流量規模は

小さくなり，ポンプ排水区では分水人孔数が
少なく，計画遮集量の流量規模が大きくなる。

　これらを明らかにする指標として，1箇所
の分水人孔が持つ排水面積を式①のように定

義した。

・・・・・・・・・・式①

　ここに，a：1箇所の分水人孔が持つ排水
面積（ha/個）

A：処理区全体の排水面積（ha）
n：処理区内の分水人孔数

式①に基づいて処理区毎に1箇所の分水人

孔が持つ排水面積を比較すると，表－3.3の
ようになる。

表－3.3　処理区別・1分水人孔当りの排水面積

処理区
排水面積
A（ha）

分水人孔数
n（個）

a
（ha/個）

芝浦 6,420 354 18
三河島 3,936 215 18
砂町 4,667 26 180
小台 1,687 80 21
落合 3,506 151 23
森ヶ崎 12,882 97 133
小菅 1,633 1 1633
葛西 4,889 43 114
新河岸 10,474 198 53
中川 4,440 0(分流地区）
合計 54,534 1,165 47

n
A

a =
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　表－3.3によると自然排水が主になってい

る芝浦・三河島・小台・落合・新河岸の各処

理区は1箇所の分水人孔が持つ排水面積が小
さくなっており，ポンプ排水が主である砂

町・小菅・葛西の各処理区は１箇所の分水人
孔が持つ排水面積が大きくなっている。森ヶ

崎処理区は自然排水が主であるが，排水面積

に多摩川分流地区の面積も含まれているため，
１箇所の分水人孔が持つ排水面積は比較的大

きな値を示している。
　以上のことから，自然排水，ポンプ排水の

雨水排除方式の違いによる分水人孔の数・計

画遮集量の特性が表－3.4のように整理され
た。

表－3.4　雨水排除方式による分水人孔の特性

雨水排除方式 分水人孔数 計画遮集量
自然排水 多 小
ポンプ排水 少 大

3.3　調査対象分水人孔の選定

　調査の目的は，主な分水構造に対して水理模
型実験により水理特性を把握して，問題点を抽

出することにより，分水人孔改良の必要性・方
向性を見いだすことにある。全ての分水人孔に

対する水理模型実験を行うことは非効率である

ため，「3.2資料収集整理」の結果を参考に，代
表的な分水人孔を実存するものの中から選定し

て，これらに対する水理特性調査を行うことと
した。

(1) 分水構造形状・形式の条件

　分水構造の形状・形式は次の3種類とした。
①矩形人孔直線堰横越流型

②矩形人孔円弧堰正面越流型
③矩形人孔直線堰複合越流型

(2) 計画遮集量の条件

　計画遮集量の条件は，芝浦処理区内の分水
人孔で0.2m3/s以下のものが54％を占めてい

ることから，0.2m3/s以下とした。
(3) 調査対象の分水人孔選定結果

①　矩形人孔直線堰横越流型

表－3.5　矩形人孔直線堰複合越流型・調査対象人孔

項　目 設定値 備　考

管理台帳番号 2122-3A-010

人孔長(m) 2.2

ステップ(m) 0.0

流入管径(m) 1.2（計画流量：1.435m3/s）

遮集管径(m) 0.6（計画遮集量：0.115m3/s）

堰高(m) 0.209

計画流入量は流入管の

満管流量，計画遮集量

は標準的な対流入量比

（8%）として堰高を設

定した。

②　矩形人孔円弧堰正面越流型

表－3.6　矩形人孔円弧堰正面越流型・調査対象人孔

項　目 設定値 備　考

管理台帳番号 2122-3A-010

人孔長(m) 2.2

ステップ(m) 0.0

流入管径(m) 1.35（計画流量：2.444m3/s）

遮集管径(m) 0.5（計画遮集量：0.122m3/s）

堰高(m) 0.233

計画流入量は流入管の

満管流量，計画遮集量

は標準的な対流入量比

（5%）として堰高を設

定した。

③　矩形人孔直線堰複合越流型

表－3.7　矩形人孔直線堰複合越流型・調査対象人孔

項　目 設　定　値
管理台帳番号 2717-2A-040
人孔長(m) 2.5×2.6
ステップ(m) 0.00
流入管径①(m) 1.2（計画流量：1.121m3/s）
流入管径②(m) 0.8（計画流量：1.041m3/s）
遮集管径(m) 0.8（計画遮集量：0.173m3/s）
堰高(m) 0.65（実績）

　上記の３つの分水人孔に対する水理模型実
験を行ったので，次項にその水理特性につい

て示す。

3.4　遮集量特性調査および問題点

　ここでは，上記で選定した３つの分水人孔に
対して水理模型実験を行った結果から，明らか

となった遮集量特性および水理的な問題点につ
いて述べる。

(1) 遮集量特性調査結果

①　矩形人孔直線堰横越流型
　流入量と遮集量の関係を図－3.3に示す。

流入量が計画遮集量と同等の時に計画値の
0.115m3/sが遮集され，その後，流入量が

増えるにつれて遮集量も増加していくこと

が判る。
　流入量が計画流量の1.435m3/sにまで増
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加すると，遮集量は最大で0.58m3/sとなり，

計画遮集量の5.0倍もの遮集が行われてい

ることを示している。

②　矩形人孔円弧堰正面越流型
　流入量と遮集量の関係を図－3.4に示す。
流入量が計画遮集量と同等の時に計画値の
0.122m3/sが遮集され，その後，流入量が
増えるにつれて遮集量も増加していくこと
が判る。流入量が計画流量の2.444m3/sに
まで増加すると，遮集量は最大で0.47m3/s
となり，計画遮集量の3.9倍もの遮集が行
われていることを示している。

③　矩形人孔直線堰複合越流型

　流入量と遮集量の関係を図－3.5に示す。
流入量が計画遮集量と同等の時に計画値の

0.173m3/sが遮集され，その後，流入量が

増えるにつれて遮集量も増加していくこと
が判る。流入量が計画流量の2.162m3/sに

まで増加すると，遮集量は最大で0.75m3/s
となり，計画遮集量の4.3倍もの遮集が行

われていることを示している。

(2) 遮集量特性状の問題点
　既設分水人孔の水理的な問題点は上記の調

査結果から明らかなように，いずれの形式に
おいても流入量の増加に伴い遮集量も増加し

続け，計画流量時には計画値を遥かに超える
量が遮集されていることである。

3.5　遮集量抑制対策
　遮集量を抑制する対策方法としては様々なも

のが考えられるが，ここでは，以下の2つの方
法による効果を水理模型実験により検証した結

果について示す。

①　遮集管の入口にオリフィスを設置して遮
集量を抑制する対策方法

②　分水堰を延伸して放流量を増加させるこ
とによる対策方法

(1) オリフィスによる対策の効果
　前述の矩形人孔直線堰横越流型に対して，

オリフィスによる対策を施した場合の遮集量
抑制効果を表－3.8に示す。ただし，オリフ

ィス径は下水道施設としての最小口径を考慮

してφ0.25mとした。

表－3.8　オリフィスによる対策の効果

区分
計画流量時の
遮集量（m3/s）

計画遮集量に対
する割合（%）

対策なし 0.58 504
オリフィス設置 0.17 148

　このように，オリフィスを設置することに

より遮集量は大幅に低減したことから，この

場合については対策の効果が認められる。し
かし，下水道施設としての機能を考慮すれば，

オリフィスの最小口径はφ0.25に制限される
ことから，計画遮集量が小さい場所などでは

図－3.3　流入量と遮集量の関係

（矩形人孔直線堰横越流型）

図－3.4　流入量と遮集量の関係

（矩形人孔円弧堰正面流型）

図－3.5　流入量と遮集量の関係（矩形人孔直線堰複
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必要径までオリフィスを小さくすることがで

きずに，遮集量低減の効果が十分に発揮され

ないこともある。したがって，汎用性の高い
対策とはいえない。

(2) 分水堰の延伸による対策の効果

　矩形人孔直線堰横越流型および矩形人孔円

弧堰正面越流型に対して，分水堰の延伸によ
る対策を施した場合の遮集量抑制効果を表－

3.9，表－3.10に示す。

表－3.9　分水堰の延伸よる対策の効果

（矩形人孔直線堰横越流型）

堰長
（m）

計画流量時の
遮集量（m3/s）

標準堰長を1と
したときの割合

1.25 0.66 1.14
2.28（標準） 0.58 1.00

3.35 0.57 0.98

表－3.10　分水堰の延伸よる対策の効果

（矩形人孔円弧堰正面越流型）

堰長
（m）

計画流量時の
遮集量（m3/s）

標準堰長を1と
したときの割合

2.12 0.54 1.15
3.02（標準） 0.47 1.00

5.16 0.40 0.85

　このように，分水堰長を1.5～1.7倍に延伸

しても，遮集量の抑制効果は2%～15%である。
さらに，分水人孔内は限られた空間であるか

ら，現況の堰を大幅に延伸することは不可能

である。これらのことから，分水堰の延伸に
よる対策は現実的でなく，効果も期待できな

いことが明らかとなった。

４．Vortex Valveの調査・研究
4.1　目的および概要

　既往の設計手法による分水人孔には降雨時に
遮集量が増大するという水理的な欠点が認めら

れ，この対策としてオリフィスを設置した場合

においても，3Qの一定遮集は不可能であること
が明らかである。

　このような問題を解消する新たな分水方式の
ひとつとしてVortex Valveを採用し，この装置

による分水特性改善の効果について評価するこ

とを目的として，基礎的な水理特性について調
査を行うとともに，分水人孔に設置した場合の

分水特性を調査した。

4.2　基礎調査

(1) Vortex Valveの原理
　Vortex Valveは渦による損失効果を利用し

て遮集量の増加を抑制する分水方式であり，
その原理は下記のとおりである。

　図－4.1に示すような装置a，bの実験装置

を用意する。装置aでは容器内に設置したガ
イドの効果により，容器内の水は出口に向か

って放射線状に流れる。一方，装置bではガ
イドが容器の接線方向に設置されているため，

容器内において自然に渦が発生する。

　両者の流出量は式②で表される。

HgACQ ⋅⋅⋅⋅= 2 ・・・・・・・・式②

ここで， Q：流出量　　C：流量係数

H：水位 A：出口の断面積

　装置aの場合の流量係数は通常のオリフィ
スと同様に0.6程度を示した。装置bでは渦の
発生に伴って，容器の中心に近いほど大きい
円周方向の速度が発生し，大きな遠心力が生
まれる。
　この遠心力は出口断面の一部を占める渦の
核を発生させ，水が中空の状態で流出するよ
うになる。このような理由により流量係数は
0.15程度に下がった。
　すなわち，出口の断面積，水位が同様であ

れば，渦を発生させた方が流出量を少なくす

ることができる。逆に同じ水位条件で，同等
の流出量を与えるには渦を発生させた場合の

方が開口面積を大きくすることができる。
　これまでオリフィスなどによる分水特性の

改善策が検討されてきたが，流量係数は基本

的に一定であるため，流入量の増加に伴う人

ガイド

Q

Q

図－4.1　実験装置

装置 a 装置 b

H

ガイド
Q
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孔内水位の上昇による遮集量増加を抑制する

ことはできなかった。流入量が増加した場合

に，図－4.1の装置bの状態をつくることがで
きれば，渦による損失効果を利用して遮集量

を抑制することが可能である。
　つまり，このような考え方を応用した装置

がVortex Valveである。

(2) 基本形状

　Vortex Valveの水理特性を検討するにあた
っては，海外における事例を参考にして流入

角度が15°～90°の範囲における形状につい

て水理模型実験による調査を行った。このな
かで，遮集量の抑制効果が顕著に現れたのが

90°型（図－4.2参照）と45°型（図－4.3参

照）であり，これをVortex Valveの基本形状

として設定した。

　各部の基本諸元は下記に示すとおりである。
導水管径 φ250mm（下水道施設とし

ての最小口径を考慮して設
定）

導水管長 　250mm（1×導水管径）

渦流部最大径 φ600mm（海外の事例など
を参考に設定）

流出管径 φ250mm（下水道施設とし
ての最小口径を考慮して設

定）

流出管長　　　250mm（1×流出管径）
　なお，人孔への取付イメージは図－4.4に示

すようである。

流入管渠

越流堰

遮集管渠

越流堰

遮集管渠
流入管渠

放流管渠

図－4.4　Vortex Valve設置位置図

導水管径 流出管径

導水管

渦流部 流出管

渦流部角度75°：
側面図

流入角度90°

導水管径

渦流部最大径

流出管長

流出管径

導水管

渦流部 流出管

渦流部角度75°平面図

導水管径
流出管径

導水管

渦流部

流出管
渦流部角度75°

側面図

流入角度

導水管径
渦流部最大径

流出管長

流出管径

導水管 渦流部 流出管

渦流部角度75°

平面図

図－4.2　90°型 図－4.3　45°型
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4.3　水理特性調査

(1) 水位～流量の関係

　基本形状におけるVortex Valveの水理特性
として，水位～流出量の関係を図－4.5に示

す。次のような装置内の流れの形態の変化に
よって，水位～流量の関係は図に示すように

不連続なものとなる。

・開水路領域 人孔水位が低い場合は装置
内の流れは自由水面を持っ

た流れで，この範囲の特性
はオリフィスと同様のもの

となる。

・ｷｯｸﾊﾞｯｸ領域 人孔水位が上昇すると導水
管の流速が増し，装置内の

壁に衝突した流れが回転を
はじめ，このときに遮集量

は減少する。

・渦流領域 導水管の流速がさらに増し，
装置内は安定した回転流とな

って，水位が急上昇しても流

出量は緩やかに増加する。

　このような水位～流出量の関係が不連続性

を示すのは，開水路領域，キックバック領域
および渦流領域の各領域において流量係数が

異なっていることが基になっている。

(2) 流量係数の特性

　Vortex Valveの流量係数を水位／流出管径
の関数として取り扱うと，図－4.6に示すよ

うな特性を示す。
　図に示されるように渦流領域の流量係数は，

渦流発生前に比較して小さな値を示して安定

している。このことが渦の発生による損失効

果を利用して流出量の増加を抑制するVortex

Valveの原理を示している。

　また，図にはオリフィスの特性（水理模型
実験による）を示したが，90°型の流量係数

はオリフィスの1/2以下となっており，遮集
量をオリフィスの1/2以下とすることが可能

であることを示している。

(3) 遮集量の特性

　Vortex Valveの遮集量の特性と，オリフィ
スを設置した場合の遮集量の特性を比較して

図－4.7に示す。オリフィスの場合は，流入
量の増加に伴い遮集量も増加しているが，

Vortex Valveの場合は，その水理特性により，

放流開始時点と計画流量時において，ほぼ計
画値（0.115m3/s）の遮集量となっている。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
流出量（m3/s）

水
位

（
m）

流入角度：45°

流入角度：90°

ｷｯｸﾊﾞｯｸ領域
渦流領域

開水路領域

図－4.5　東京都Ⅴ型の水位～流量の関係

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
水位／流出管径

流
量

係
数

流入角度：45°

流入角度：90°

φ250mmｵﾘﾌｨｽ

ｷｯｸﾊﾞｯｸ領域 渦流領域開水路領域

図－4.6　Vortex Valve の流量係数の特性

図－4.7　Vortex Valve の遮集量特性

放流開始時（0.115m3/s）

計画流量時（1.435m3/s）
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計画流量時ではオリフィスに比べて，30%程

度の遮集量抑制効果があらわれている。

4.4　現場実証実験

　練馬区内の分水人孔（管理台帳番号：1304-
3D-017）において，Vortex Valve（写真－4.1

参照）を現場に設置し，実際の遮集量特性を検

証するとともに，維持管理上で問題に予想され
る，ゴミ等の異物による閉塞・材料の腐食，劣

化の項目についての検証を行ったなると。

写真－4.1　Vortex Valve（実物）

(1) 遮集量特性の検証

　水理模型実験結果から予想されるVortex
Valveの遮集量特性と，現地に設置した流量

計による測定結果とを比較して，図－4.8に
示す。両者の整合性は良く，Vortex Valveに

よる遮集量抑制効果が現場実証実験によって

明らかになった。

(2) 維持管理性の検証

①　ゴミ等による閉塞

　今回の実証実験で調査を行った分水人孔
（上御成橋付近分水人孔）では，大きなゴ

ミの流入による閉塞は発生しなかった。下
水道管渠内の現況を調査すると下記のよう

な流下物が見られる。

①トイレットペーパ
②ゴム製品　　③空き缶 ④砂

⑤落ち葉　　　⑥木の枝　　⑦油
　また，大口径管渠にまれに粗大ゴミ（サ

ッカーボール，自転車等）が流下する場合

もある。このことから，Vortex Valveの断
面は下水道施設基準で定められる最小口径

（φ250mm）を確保することとする。まれ
にある粗大ゴミの流下に対する対策は，事

前の現場状況調査，あるいはヒアリング調

査などを行い，最小口径の設定をすること
が重要になる。

②　閉塞した場合の対処
　通常の下水道管渠内の流下物による

Vortex Valveの閉塞は考えられない。これ

は，Vortex Valveの内部では流速が増すこ
と，また材質のSUSに流下物が付着しにく

いこと等によるものである。しかし，木の
枝等がVortex Valveの内部に止まり，これ

に流下物が付着することによって断面の閉

塞が発生することも考えられる。従って，

Vortex Valveの内部を目視観察できるハッ

チを本体全面に設ける等の措置を行うこと
も重要である。

　

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

遮集量（m3/s）

人
孔
水
位
（
m）

既存ｵﾘﾌｨｽ

Vortex Valve

設置後測定結果

図－4.8　遮集量特性の検証

既存オリフィス

Vortex Valve（予測値）

Vortex Valve（測定値）
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さらに，分水人孔は車道上に設置されてい

るため，日常の維持管理は放流渠からの出

入りが可能な場所の選定，また遮集管側か
らのアクセスが容易となっている等，分水

人孔構造の選定上の配慮も重要となる。
③　腐食・劣化の対策

　腐食・劣化の要因としては様々な項目が

考えられる。これらに対する対策としては，
調査段階から現場設置までの工程毎に行う

ことが重要となり，これをまとめると表－
4.1のようになる。

表－4.1　腐食・劣化の対策

工　程 チェック項目・対策項目

現地調査

現場の水質条件を確認する。
　・塩素濃度
　・硫化水素濃度
　・pH
　・水温

製　　作

・現場の水質条件を踏まえて材質を選定す
る。
・原則として1種類の金属に限定する。
・表面を平滑にする。
・溶接熱による炭化物析出を軽微にする。
・すき間をなくす。

設置工事
・異種金属と接触しない場所に据え付ける。
・すき間をなくす。
・表面を傷つけないようにする。

④　維持管理上問題点の検証
　練馬区上石神井三丁目付近の上御成橋

（石神井川）付近分水人孔に設置した

Vortex Valveについては，３回／月の頻度
で，表－4.2に示す維持管理性チェックシ

ートによる点検を行った。
　本業務の期間中には，維持管理性に関し

ての問題点は確認されなかった。ただし，

本業務の調査期間は８月～１月の半年間と
短かったこと，また，流入する地域が住宅

地であり，下水道の流下物がゴミ等の異物
による閉塞の項で述べた①～⑦の範囲に限

られていたため，十分な結果であるとはい

えない。より確実に問題点を把握するには，
今後継続して調査を行う必要があると思わ

れる。

表－4.2　維持管理性チェックシート

4.5　設計手法

　Vortex Valveの形状諸元を算出するには，縮
小モデル（水理模型）と実物との間の相似率を

両者の流量からを求め，各部の寸法にその相似
率を乗じることにより，実物の形状諸元を算出

する方法とした。また，相似率をはフルード則

を適用して求めるものとし，式③に示す。

(1) 相似率
4.0









=

Qs
Qp

Lr ・・・・・・・・・・式③

ここに，Lr：相似率（無次元）

Qp：実物の設計流量（計画遮集量）（m3/s）
Qs：縮小モデルの設計流量（計画遮集流量）

（m3/s）

90°タイプ：0.0504m3/s，
45°タイプ：0.0522m3/s，

30°タイプ：0.0540 m3/s
15°タイプ：0.0630 m3/s

大区分 小区分 チェック項目 確認欄 備考 確認 作成

外見上に損傷はないか

腐食はないか

振動の形跡はないか

腐食はないか

異物が詰まっていないか

異物が詰まった形跡はないか

目視で確認できる摩耗はないか

変形はないか

腐食はないか

異物が詰まっていないか

異物が詰まった形跡はないか

目視で確認できる摩耗はないか

変形はないか

異物が詰まっていないか

異物が詰まった形跡はないか

目視で確認できる摩耗はないか

変形はないか

水位 流量に対して適正な水位か

流況 汚水が導水管にｽﾑｰｽﾞに流れているか

雨天時の形跡 水位上昇の形跡はないか

人孔

本体

全体外見

導水管

コーン部

流出管
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(2) 形状諸元

渦流部最大径 Dmax（mm）

600×Lr
導水管径 Di（mm） 250×Lr

導水管長 Li（mm） 1×Di
流出管径 Do（mm） 250×Lr

流出管長 Lo（mm） 1×Do

堰高
90°型の場合 w90（mm）450×Lr

45°型の場合 w45（mm）380×Lr

　また，計画遮集量を例にして計算結果を示

すと次のとおりとなる。
　計画遮集量が1.263m3/sの分水人孔に設置

するVortex Valveの形状諸元は以下のように
求めることができる。ただし，90°型を採用

するものとする。

相似率　　　＝（1.263／0.0504）0.4＝3.627
渦流部最大径　＝600×3.627＝2176mm

導水管径・管長＝250×3.627＝907mm
流出管径・管長＝250×3.627＝907mm

堰高　　　　　＝450×3.627＝1632mm

４．おわりに
　一連の調査研究から，現存する主な分水人孔の
一般的な特徴として，降雨時には計画遮集量を大
きく上回る遮集が行われることが明らかとなり，
オリフィス設置や分水堰の延伸等，既往の対策手
法による遮集量抑制の効果は，多くの場合におい
て期待できないことが判った。
　このため，新たな分水人孔としてVortex Valve
を提案し，Vortex Valveの水理特性を明らかにす
る水理模型実験を行うと共に，現場実証実験を行
い，実際の遮集量抑制効果の可否を検証した。こ
のことから，降雨時の遮集量増大に伴う処理コス
ト上昇の問題を解決する対策としてVortex Valve
は有効に機能するものと考えられる。
　ただし，本調査においては，時間的な制約か
ら現場実証実験の期間が半年間と短かったこと

を考慮すると，引き続き，追跡調査を行う必要
があるものと考える。特に，渦流発生時には装
置内が高速の回転流となるため，夾雑物の多い
現場では，材料の摩耗による損傷等が懸念され
る。このような，維持管理性を明らかにするこ
とが，Vortex Valveを普及させるための条件で
あると思われる。
　一方，Vortex Valveの最大の特徴である，水
位の上昇に伴い流量係数が小さくなる変化を示
す特性（キックバック領域）は，遮集分水以外
の目的にも大いに活用できる可能性がある。例
えば，流下貯留方式の浸水対策施設の吐き口に，
計画流量に見合う大きさのVortex Valveを設置
すれば，降雨初期段階からピークにかけて最大
限の流量を流下させることができる。オリフィ
スの場合はピーク時で設計せざるを得ないため，
降雨初期段階では不必要に貯留を行うことを余
儀なくされ，最も貯留の必要性が高くなるピー
ク時には貯留容量が少なくなっていることもあ
る。さらに，このキックバックの特性を合流改
善のための施設として応用することも考えられ
る。特に，放流管の流下先が雨水ポンプ所の場
合では，遮集管入口のオリフィスが計画降雨時
を対象に設計されているため，小降雨時には計
画遮集量を遮集管へと導水することができない。
Vortex Valveは低水位から高水位まで一定遮集
を行うことが可能であるため，これらの場所に
も適しているといえる。

　以上のように，Vortex Valveの基本的な水理
特性は明らかになったが，下水道という特殊な
環境下においての維持管理性および材料の経年
変化について，引き続き調査を行っていくこと
が重要であり，また，これらを明らかにしてい
くことで，豊かな水環境の保全に向けて，1つ
の分水施設としてVortex Valveが活用されてい
くことを期待する。
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