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１．はじめに

今「合流式下水道の改善」は下水道局の最重要課題となっているが、第二世代下水道マ

スタープランでも、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

８㎜相当の初期雨水を貯留し処理する事業を進めている。

この合流改善において、より効率的な整備手法として、平成10～11年度に計画部技術開

発課でリアルタイムコントロールシステム（Real Time Control System：ＲＴＣと省略す

る）が王子ポンプ所を対象に調査され有効性が提案された。

さらに、短期的な取り組みとして 「合流改善クイックプラン」として具体的な対応を、

行う行動計画が検討され、このなかで技術開発の推進メニューの一つとして「リアルタイ

ムコントロールによる流出負荷量の削減技術」が取りあげられている。このＲＴＣは、分

布系モデルを中核として、雨量、管渠内水位、ポンプ運転情報などをリアルタイムに取り

込み、ポンプ運転や管渠内可動ゲートなどを効率的に設置、運転・制御して小降雨時に雨

水排水施設（管渠）の流下能力や貯留能力を活用することで合流改善を図ることを目的と

している。

本調査は、既存施設の貯留能力や排水能力を有効に活用するＲＴＣを篠崎ポンプ所流域

に適用するため３か年で計画され、平成12年度は篠崎ポンプ所ほか３か所及び流域管渠の

現状を把握し、ＲＴＣを構築するための基本調査を行うものである。

２．ＲＴＣの基本概念

ＲＴＣの基本概念は、

図－１に示すように、雨

量、流入量、水位データ

をリアルタイムで収集

し、各水理施設（管渠・

雨水貯留池・ポンプ場

等）の能力を十分に引き

出せるように、ゲート・

堰・ポンプ等の運転制御

を行うものである。
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図－１ 基本概念



３．調査概要

３．１ 現状調査

(1) ポンプ能力・土木構造物等のポンプ所諸元、ポンプ運転時間・放流量及び回数等の

ポンプ運転状況、地上雨量計・アメッシュからの地域、時間分布などの降雨情報、管

渠・面積・堰・流出係数・発生汚水量等の排水区域諸元、ＲＴＣについて国内、海外

の最新事例を基にしたＲＴＣ手法について整理する。

(2) ポンプの運転操作について基礎知識のとりまとめ、浸水の実績・地域・降雨状況・

原因等の状況把握、降雨情報として近20～30年を対象に降雨パターンの抽出等を行う。

(3) 管内貯留による処理場への負荷、水処理上の問題把握と対策を整理する。

３．２ ＲＴＣの基本調査

(1) 基本調査は、長期にわたりＲＴＣが使用できる環境の構築、費用対効果、全体構想

と段階的整備目標を考慮した策定方針を立案する。

(2) ＲＴＣの主要要素、機能について調査し、システムの概要を整理する。

３．３ 流出解析モデルの検討

(1) 流出解析モデルとして「分布型雨水流出モデル」を採用する。分布型モデルとして

は、MOUSE、Hydro Works、XP-SWMM等があるが、モデルの完成度、実績、バックアッ

プ体制、既存の制御システムとの親和性等を十分に検討するとともに、東京の特殊性

（大規模施設、集中豪雨等）に十分適用可能で、他の流域にも基本的に適用が可能な

モデルを検討する。

(2) モデルは管渠ネットワーク、構造物、流域諸元をデータ化しシミュレーションを行

い、再現性、計算時間等の面から評価を行う。

また、篠崎流域管内の貯留可能量の検討、計画貯留量の設定、水位計や地上雨量計

の適正配置を検討する。

３．４ 流入制御システムの検討

(1) 既存の篠崎ポンプ所流入予測システムと、流出解析モデルの連携を取るための検討

を行う。

(2) 流出解析モデルから異常な値が出された場合の、バックアップ機能を目的とした検

討を行う。

３．５ 運転支援システムの検討

(1) 第一段階ＲＴＣ計画（目標：放流回数を50回/年から25回/年に削減するとともに、

50㎜、50％対応を図る）に対応した運転支援システムの検討を行う。

(2) 流出解析モデル及び流入制御システムの情報と現状調査で得られた水位・雨量等の

情報をもとに、運転を支援できるルールによるシミュレーションを行い、ルールの安

全性、余裕度の確認を行う。

３．６ 管渠内水位計等の検討

水位計、地上雨量計の配置場所、通信手段の検討を行う。なお、水位計は、管渠内

に電源を必要としないもの、流量計は電源を容易に供給できる場合を検討し、コンパ

クトでシステムに適したものを検討する。
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４ 調査結果

４．１ 調査対象流域の概要

篠崎ポンプ所流域は図－２に示すよ

うに、葛西処理区に属し、篠崎、柴又

の２大幹線を有する大規模な合流式下

水道施設であり、両幹線は細田、南小

岩、鹿骨の３バイパス管で結ばれてい

る。篠崎幹線には上流側から新宿、細

田、小岩、篠崎の４ポンプ所があり、

上流３雨水ポンプ所では、雨水を中

川、新中川に放流し、下流の篠崎ポン

プ所では汚水を葛西処理場に送水し、

雨水は旧江戸川に放流している。

上流３ポンプ所と篠崎幹線との接合

点は分水人孔となっており、分水人孔

内にはポンプ所側に越流堰、篠崎幹線

側に下流堰（オリフィス）があり、越

流堰を越える雨水がポンプ所側に流入

する。

篠崎ポンプ所流域の諸元を表－１に

示す。

項 目 諸 元 備 考

篠崎幹線 延長(km） 約12

最大径（ｍ） 7.0

計画面積（ha） 汚水 2,097

雨水 2,108

篠崎ポンプ所(m /sec) 88.119 5,287(m /min)3 3

計 画 新宿ポンプ所(m /sec) 13.000 780(m /min)3 3

排水量 細田ポンプ所(m /sec) 14.000 840(m /min)3 3

小岩ポンプ所(m /sec) 13.000 780(m /min)3 3

４．２ ＲＴＣの基本機能

ＲＴＣの基本機能には水位、降雨データ等を収集するモニタリングシステム、降雨・水

位等の予測、ポンプ・堰の運転特性を加味し運転制御を行う運転支援システム及びシミュ

レーションによる運転制御の過程を確認する、流入制御システムの機能が必要となる。

凡例
主要幹線
ポンプ所

□ 分水人孔
下流堰

図－２ 篠崎ポンプ所流域図

表－１ 篠崎ポンプ所流域諸元
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４．３ 流出解析モデルの選定

従来、雨水流出解析手法としては、合理式、修正RRL法、拡張RRLが主に用いられていた。

これらの手法は、ポンプ操作や越流を加味した任意地点の水位や流量を動的に計算する

ことができない。パラメータのメンテナンスを的確に行う必要があり長期の信頼性に欠け

る等の問題があった。

近年、種々の流出解析に係わるモデルが米国等を中心に実用化されている。これらのモ

デルは、雨天時越流による公共用水域の水質汚濁問題や浸水問題を解決するために開発さ

れたもので、任意地点における地表面流出から複雑な管渠の流れなどを時系列的に取り扱

うことができる分布系モデルとして実用化されている。

篠崎ポンプ所流域のＲＴＣでは、次の主な理由によりMOUSE（マウス）を採用した。

①河川、下水道の連携機能をもつ。

②複雑系管路網に対して他のソフトに比較して信頼性、安定性が期待できる。

③水質解析項目が他ソフトに比較して多く、かつ、水質の連動計算が可能。

④プログラムの追加修正やバックアップ体制が十分であること。

⑤ＲＴＣとして利用される割合が高い。

（MOUSE：８％、Hydro Works：３％、XP-SWMM：２％）

MOUSEは、表面流出や下水道の管内流出、水質及び堆積負荷の輸送計算ができる都市排

水・下水道統合解析ソフトウェアであり、自由水面を持つ開水路や満管状態の流れが混在

する都市排水の計算に有効なモデリングツールである。

４．４ 篠崎ポンプ所流域のモデル化

篠崎、柴又両幹線に接続され流入する幹

線（φ 1,50 0～φ 7,00 0㎜）を、管径、勾

配、延長、地盤高等のデータを竣工図及び

SEMISより設定しモデル化した。

モデル化の概念を図－３に、篠崎ポンプ

所流域のモデルを図－４に示す。

流出係数は既定計画で0.5であるが、実

態としての流出係数は面整備率100％整備

の現状では0.56～0.76と計画を上回ってい

ることが過去の実績より実証された。

計画降雨や対策施設等に関するシミュレ

ーションの実行に先立ち、管渠や流域の状

況が適切にモデル化されているか、モデル

を検証し確かめることが重要である。

特に、流域の状態を表現する各種のパラ

メータについては、実測により定めること

は実際上困難であり、管渠内水理状況のキャリブレーションを行うことにより、実測値と

計算値とが可能な限り近似するような適正値を定める必要がある。

図－３ モデル化の概念
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年月日 新宿 細田 小岩 篠崎 雨水流出率

（面整備面積）

1985/08/30 総雨量㎜ 46.0 63.0 71.0 62.0 0.59

(527.17ha) 時間最大㎜/h 15.0 11.0 15.0 10.0

1985/09/06 総雨量㎜ 20.0 15.0 7.0 4.0 0.34

(527.17ha) 時間最大㎜/h 18.0 13.0 4.0 3.0

1985/11/06 総雨量㎜ 32.0 32.0 36.0 37.0 0.39

(527.17ha) 時間最大㎜/h 11.0 11.0 12.0 10.0

1991/09/08 総雨量㎜ 70.0 70.0 79.5 89.5 0.56

(1991.85ha) 時間最大㎜/h 30.0 25.0 32.0 38.0

1991/09/18-19 総雨量㎜ 214.0 191.0 200.0 222.0 前半 0.56

(1991.85ha) 時間最大㎜/h 30.0 25.0 32.0 38.5 後半 0.88

篠崎ポンプ所流域のキャリ

ブレーションは、幹線内に水

位記録がある表－２に示す５

降雨についてシミュレーショ

ンを行い、関連するパラメー

タの調整を行った。

最終定数による再現再計算

結果例を図－５に示す。

柴 又 幹 線

篠 崎 幹 線

図－４ 篠崎ポンプ所流域のモデル

表－２ 過去の降雨実績

図－５ 再計算結果例
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４．５ ＲＴＣによる合流改善効果の予測

得られた水理モデルと合流改善マスタープランで用いられている、モデル20降雨及び合

流改善基本計画で使用している昭和50年の年間降雨（年間降雨数71回）について日平均汚

水量、流出率0.5を設定し、初期雨水を貯留した場合の予測を行った。

現況施設、ＲＴＣ、従来型流域８㎜貯留の３ケースについて越流回数、越流量、越流負

荷量についてまとめ、表－３に表す。また、降雨群の総雨量と時間最大雨量をＲＴＣの有

無による越流降雨について整理すると、いずれの降雨群においても、総雨量が28～31㎜を

限界に越流が生じている。

降雨 越流回数 越流量 越流負荷量

回/年 現況施設に 千ｍ /年 現況施設に ｔ/年 現況施設に３

対する割合 対する割合 対する割合

(％) (％) (％)

モデル20降雨 現況施設 41 100 4,525 100 181 100

(76降雨/年) 従来型８㎜貯留 20 49 1,260 28 18 10

RTC(篠崎幹線貯留) 16 39 2,187 48 59 33

1975年降雨 現況施設 35 100 7,747 100 310 100

(71降雨/年) 従来型８㎜貯留 15 43 5,732 74 80 26

RTC(篠崎幹線貯留) 12 34 6,066 78 164 53

注）ＲＴＣでは最大限の貯留（篠崎ポンプ所床面-11.0T.p.mまで）した場合を想定。

モデル20降雨における貯

留状況例を図－６に示す。

この結果、ＲＴＣによる効

果は、越流回数、越流量、

越流負荷量ともに大きいと

いえる。

４．６ 計画降雨による流下状況予測

本調査での計画降雨量は、下水道既定計画の対象である時間最大雨量50㎜の降雨規模を

基本とし、以下の考え方により、５分ピッチ６時間の中央集中ハイエトグラフを適用する

ものとした。

現 況

ＲＴＣ

表－３ ＲＴＣによる効果

図－６ 貯留状況例
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降雨波形は図－７に示す

ように降雨継続時間の中心

を原点とし、ここに降雨の

ピークをとり、雨の降り始

めからピークまでとピーク

から降り終わりまでの時間

について、洪水到達時間毎

に強度を決めるもので、い

、ずれの継続時間に対しても

平均降雨強度曲線の値を満

足するように定める。

50㎜/h降雨時の流出率0.5

と0.7の２種の土地利用状況

における、篠崎幹線及び柴

又 幹 線 の 流 下 状 況 に つ い

て 、 ① 現 況 （ 下 流 堰 設

置 、②下流堰全撤去、③）

下流堰開口部拡大（平成５

年検討最適値）とした場合

のシミュレーションを行い

そ の 結 果 を 次 に 示 す 。 ま

た、流出率0.5の場合のシミ

ュレーション結果を表示例

として図－８に示す。

流出率0.5の場合は、細田

分水人孔下流堰の開口部が

小さいため下流側へ水が流

れにくなり、上下流の水位

さが５ｍ以上にも及ぶため

上 流 部 の 水 位 上 昇 が 著 し

い。

流出率0.7の場合は、流出

率0.5の 1.4倍もの水量が管

渠へ流入するため、篠崎ポ

ンプ所で放流しきれなくな

り、幹線全体の水頭が地表

面近く若しくは地表面に露

出する状況となっている。

 a 
r=  
     tn+b 

降雨強度曲線
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雨
強
度

r(
m

m
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d
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降
雨
強
度

i(m
m

/h
r)
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a
ハイエトグラフ

図－７ 中央集中型ハイエトグラフ

f＝ 0.5 現況（下流堰設置）

f＝0.5 下流堰全撤去

図－８ 50mm/h降雨における流下状況
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４．７ 管内貯留による浸水の危険性に対する検討

篠崎幹線を貯留管として活用する場合、ポンプ井水位を高水位で運転する必要がある。

運転水位はモデルの安全性を確認しつつ、段階的に引き上げを予定していることから、

ここでは、篠崎幹線末端管源φ700㎝の1/2水深になった時点で、50㎜/h前方集中型降雨が

生起した場合に、ポンプ操作がスムーズに豪雨時モードへ移行できるか否かの検討を行っ

た。その結果、図－９に示すように豪雨時モードへスムーズに移行ができるという結論を

得た （流出率：0.5）。

したがって、既計画の施設状況（管渠、ポンプともに流出係数0.5）の場合に、ＲＴＣ

を行うことにより浸水の危険度が増すということはないと言える。

図－８ 50mm/h降雨における流下状況

図－９ 浸水の危険性に対する検討結果（50㎜/h前方集中型、f=0.5）

f＝0.5 下流堰開口部拡大

現況（下流堰設置）
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４．８ 浸水対策に対する検討

篠崎ポンプ所流域におけるＲＴＣは、合流改善を主目的としている。

小降雨時の際の貯留操作による合流改善効果は４．５項で、また、貯留時に50㎜/h前方

集中型降雨が発生した時の安全性については４．７項で検討した。しかし、50㎜/h中央集

中型で計画流出係数0.7を想定した場合は、単純に言っても、1.4倍（＝0.7/0.5）の総雨

水量とピーク流量が発生することになるため、４．６項で明らかとなったように多くの地

点で地表面すれすれ、若しくは、浸水を生ずることが予想された。浸水が生じると予想さ

れるノードを平面的に表示し、図－10に示す。

篠崎ポンプ所では用地の関係からポンプ増設が容易でない現状を考慮すると、貯留施設

（貯留池、貯留管等）で対応せざるを得ないと考えられる。

0.5から0.7へ増大した雨水流出

量をどの地点からどのように分水

し貯留へ導くかについては現施設

貯留必要量（m ） 貯留施設容量（m ）の状況、地下理設の状況等、詳細 3 3

（ネット） （２割の余裕込み）な状況把握を行ってその方策につ

篠崎幹線上流 19,920 24,000いてつめる必要があるが、それに

新宿幹線上流 2,425 3,000対する十分なデータの集積がない

高砂幹線上流 719 900現段階では、各流域でのハイドロ

柴又幹線上流 14,526 17,500グラフを合成し、浸水を生じる地

北 小 岩 幹 線 24,732 29,700点の満管流量以上を貯留するとい

鹿 骨 町 幹 線 6,965 8,400うマクロな検討にとどめることと

細田バイパス 911 1,100する。

合 計 70,197 84,600この結果、各流域で必要となる

貯留容量は表－４のようになる。

一方、各流域で流出係数

0.5から0.7への増分を貯留

すると仮定して計算を行っ

てみると、必要貯留量はネ

ットで68,102 、２割の余m3

裕をみて81,800 となり、m3

表－４に示した値とほぼ同

等な値となる。この値は流

域換算で４㎜に相当する。

なお、現在の水理モデル

では柴又幹線筋の幹線上流

部で水頭が地表を越えるよ

うな現象が生じると予想さ

れたが、過去に浸水被害が

生じていない等、実際現象

表－４ 浸水対策用の貯留施設容量

（50㎜/hr中央集中型、f=0.7 ：現況下流堰設置）、

図－10 浸水が生じると予想される地点
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とモデルとで若干の差が生じているのが実態であるため、今後幹線水位の実測を行い、モ

デルの精度向上を図る必要があると考えられる。

４．８ 流入制御システム

流入制御システムは流出解析モデルが異常検出時、プラント制御系との通信異常時等に、

水理情報を手入力対応することにより、運転支援等を出力する仕組みを考える。なお、水

理情報は最悪の場合においては手入力となることを想定し、少ない情報により出力するこ

とが可能な仕組みとする。

流出解析モデルの出力情報を検証するために、流入制御システムは物理モデルではなく、

過去のポンプ操作をパターン認識等により参照する手法とし、人間の思考回路をモデル化

して、多岐にわたる入出力の組み合わせから、そのパターンを認識・再現することが可能

なニューラルネットワークを利用することを検討した。

ニューラルネットワークによる流入制御システムでは、ポンプの運転量を予測するため

の入力要素として、上流観測所雨量・水位、ポンプ井水位・ポンプ運転台数が情報量とし

て考えられる。また、ポンプ運転量を予測する上で、各情報は合流改善マスタープラン策

定で使用した経験式により１時間前までの10分間隔間を入力することを考えた。

４．９ 運転支援システム

ＲＴＣによる操作支援方法は、少降雨時、豪雨時のポンプ所の運転方法について、ヒア

リングに基づいたフローチャート、タイムスケジュールより運転シナリオを作成し、流出

解析モデルMOUSEのもつ機能によりシミュレーションで得られた効果を、予測計算・水理

計算・制御規則・データベースなどから実時間で実施することにより、操作情報を表示す

る。

図－11に篠崎ポンプ所ＲＴＣシステム構成を示す。
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図－11 ＲＴＣシステム構成図
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４．10 管渠内水位計等の検討

ＲＴＣは、中小規模の降雨時に合流管内に雨水を一時的に貯留するため、雨量が管の貯

留能力を超えると排水区内で浸水する可能性が生じるため、降雨及び管内の水位状況を把

握する必要がある。

水位計の台数は多いほど管内の

水位状況は把握し易いが、コスト

・保守性を考慮すると基準観測地

点を定めて必要最小限の水位計を

設置した方が有利である。

水位計の測定方式は、電源を要

しない光ファイバー水位計を採用

することとし、設置個所は人孔内

とするが、位置の選定にあたって

は豪雨時の急激な水位上昇を検出

でき、屈曲や落差が無く、水位勾

配ができるだけ一様な地点を選定

する。

設置個所の選定にあたって、流

れの傾向を把握するため、MOUSE

によるシミュレーション計算結果

を参考にする。

図－ 1 2に 水位計設置場所を示

す。

雨量計の設置については、篠崎

ポンプ所流域は約20㎞ の広さであ2

り、当該流域でＲＴＣを実施する

場合、流域内の雨量は全域的に把

握することはもとより、局所的な

豪雨も把握する必要がある。

一方、対象流域では篠崎、小

岩、細田及び新宿の各ポンプ所に

おいて地上雨量計及び降雨強度計

が設置されており、実績豪雨における上記４ポンプ所での時間的な雨量分布は類似してお

り、実績降雨に関する限り、４ポンプ所での雨量観測で対象流域の降雨状況把握に支障は

無いということいえる。また、当局にはアメッシュを有しており、遠からずその精度が向

上することもあり、現状の配置でも十分降雨状況が把握できると考えられる。

以上のことから、対象地域での新たな雨量計の設置は考慮しないものとする。

５ まとめと今後の課題

ＲＴＣの根幹となる水理モデルについては、幹線管渠内での水位の実測が５降雨程度と

数少ない中での検討ではあったが、篠崎幹線筋については概ね実測を再現することができ
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図－12 管渠内水位計設置場所
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た。しかし、柴又幹線筋では、幹線上流部で水頭が地表を越えるような現象が生じること

が予想されたが、過去に浸水被害が生じていない等、現段階では実際現象とモデルとに若

干の差が生じているのが実態である。

また、降雨時や晴天時の水質についても、実測が得られておらず、汚濁負荷の抑制効果

を明らかにするために、水質モデルの構築が必要である。

さらに、ＲＴＣを実現するために、既存の通信システムとの連携も必要となる。

このように、ＲＴＣの実現に向けての課題は多いが、課題の解決へ向けて平成13年度以

降は次に示す検討を行う予定である。

(1) 雨量・水位・水質実態調査

・水理モデルの精度向上のため、幹線水位・各ポンプ所の降雨記録を収集整理

・水質モデル構築のため、晴天及び雨天時の管渠内・ポンプ井の水質、堆積物調査を

実施

(2) MOUSE水理・水質モデル構築

・雨量・水位実態調査の現象を再現しうる定数を求め、水理モデルを確立

・水質実態調査の現象を再現しうる定数の決定

(3) 浸水対策施設計画及び段階貯留計画の立案

・平成12年度に検討した基本計画について、浸水対策施設計画の精度向上

・浸水に対する安全性を考慮した、管渠内貯留計画（貯留水位）の立案

(4) ＲＴＣの構築

・実稼動可能なパイロットシステムの構築、稼動試験及びシステム改良

・ＲＴＣ実用システムの構築

(5) アメッシュ情報を用いた降雨予測システムの検討

・既往の移動ベクトル法を利用し、アメッシュ情報を用いた降雨予測システムの検討

(6) ＲＴＣゲート施設設置に向けての検討

・可動ゲートによる水理的効果の把握及び設置候補場所の基本条件整理

・ゲート施設構造検討及び工事に関する検討

・フェイルセーフに関する検討

(7) 他流域展開へ向けてのＲＴＣ検討マニュアル作成

・ポンプ運転支援に関する既往調査のレビュー結果・水理解析ソフトの詳細・ＲＴＣ

構築に必要な設定事項と設定のための検討事項などを整理し、ＲＴＣ調査検討マニュ

アルの作成

(8) 外的要因による流域流出の変化等に関する検討

・ヒートアイランド現象などに関する既往調査結果を収集

・篠崎流域において同様な現象が起こった場合に想定される流域の変化や、水理・水

質モデルでの対応の必要性などについての考察

(9) GISを利用した土地利用状況に関する検討

・GISを用いた水理計算モデル構築の検討、パラメータの作成検討


