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１．はじめに  

第二妙正寺川幹線は、主に練馬区、中野区、新宿区の浸水被害軽減を目的に整備さ

れた内径 2,600 ㎜の幹線であり、雨水は妙正寺川に自然放流される計画である。現在、

本幹線は、最下流の吐口部を除く全ての施設が完成しており、貯留管として活用され

ている。将来、吐口築造後には流下幹線として運用する計画となっている。  

放流先となる妙正寺川は都市河川特有の狭隘な河川であり、本幹線からの放流によ

り、河川流況を乱すことが懸念された。河川の流れを考慮すると、幹線から 60 度の角

度で放流することが望ましい。しかし、既設人孔から 60 度の角度で放流した場合、放

流先が暗渠内となるため、放流先が限定され、維持管理上支障をきたすこととなる。

このため、90 度の角度で放流することを検討しているが、局所的な水位上昇や護岸へ

の水衝作用、高田馬場分水路の偏流という問題が想定され、90 度での放流が河川流況

に与える影響を検証する必要が生じた。このため、吐口築造に当たり、予め水理模型

実験を行い放流の影響を検証した。  

 

２．第二妙正寺川幹線の計画概要  

２．１ 第二妙正寺川幹線  

第二妙正寺川幹線の平面図を図１に示

す。本幹線は内径 2,600 ㎜、練馬区江古

田から新宿区下落合に至る全長約４ km

の幹線である。現在、新目白通り上の人

孔まで完成しており、吐口区間約 10ｍを

今後施工予定である。吐口築造後には、

水量約 15 m3/s を妙正寺川へ放流する計

画である。  

 

２．２ 放流先の状況   

第二妙正寺川幹線の放流先は妙正寺川

であり、吐口位置は、以下の点を考慮し、高田馬場分水路上流端付近に計画した。  

（１）放流の影響が少ない、河川断面が大きい位置  

（２）周辺施工環境  

吐口部付近の河川状況を写真１

に、模式図を図２に示す。吐口上

流側では神田川分水路（以下、「派

川」という。）が妙正寺川へ合流す

る地点がある。派川の合流点より

上流の妙正寺川河床は急勾配の斜

 

図１ 第二妙正寺川幹線平面図  

  

写真１ 吐口部付近の河川状況  

吐口  

高田馬場分水路  派川  

妙正寺川  （上流側）  （下流側）  
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路となっている。この斜路は、標  

準勾配 1/300 に対して 1/10 と急勾配であり、約 50ｍ続いている。吐口下流側は高

田馬場分水路が位置し、分水路は二連の暗渠構造である。  

河川断面は吐口付近で幅 13.8ｍ×高 9.6ｍ、高田馬場分水路は幅 6.6ｍ×高 6.6ｍ×

２連であるのに対し、第二妙正寺川幹線の吐口は幅 2.1ｍ×高 2.1ｍを計画している。 

 

３．水理上想定される主な課題  

 前述の通り、本幹線の吐口付

近は、河川断面の変化点や合流

点がある複雑な流況となる区間

であり、本幹線からの放流によ

り、以下の３点の河川への影響

が想定される。（図３参照） 

 （１）局所的な水位上昇  

   幹線からの放流が直角方

向に行われるため、局所的

な水位上昇が想定され、河

川上流への背水影響に起因

する溢水が懸念される。 

 （２）護岸への水衝作用  

   川幅約 14ｍと短いため、本幹線からの放流による対岸及び高田馬場分水路中間

壁への衝撃作用が懸念される。また、河床洗掘の恐れがある。  

 （３）高田馬場分水路の偏流  

   河川流下方向に対し、幹線から直角方向に放流することにより、左岸側分水路

の流下が阻害され、分水路の偏流が予想される。  

 こうした水理的課題について、具体的な流況を確認し、安全性の検証を行うため、

水理模型実験を行った。 

 

４．水理模型実験による検証  

４．１ 模型の概要  

 水理模型は、幹線模型や対象流

量から、フルードの相似律に従っ

て、縮尺を 1/13 とする無歪み模型

①上流への背水影響

偏流

水衝作用

局所的な水位上昇

上流への背水影響

②水衝作用

①局所的な水位上昇

③偏流

①上流への背水影響

偏流

水衝作用

局所的な水位上昇

上流への背水影響

②水衝作用

①局所的な水位上昇

③偏流

 

図３ 吐口部付近水理的課題  

神田川分水路

妙正寺川上流

高田馬場分水路

吐口部

神田川分水路

妙正寺川上流

高田馬場分水路

吐口部

 

写真２ 模型全体  

急勾配

二連暗渠
吐口

勾配1/300

勾配1/10

急勾配

二連暗渠
吐口

勾配1/300

勾配1/10

 

図２ 吐口部付近模式図 
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を採用した。なお、妙正寺川上流は斜路における射流特性を再現するため、斜路の上

流端から上流に川幅の３倍程度を再現し、派川の上流は合流部から上流に川幅の６倍

程度を再現した。一方、下流側については、水路幅の５倍（片側では 10 倍）を再現し

た。模型構造は、流況観測を考慮し、河道の両岸及び高田馬場分水路の中間壁を透明

アクリルとし、予備実験で模型上の水位と実際の水位が一致することを確認した。（写

真２） 

 

４．２ 条件及び測定項目  

 実験では、まず放流がない場合の河

川流況を把握し、次に第二妙正寺川

幹線から放流する状態を検証する。  

河川及び幹線放流の流量は、予め

実施したシミュレーション結果の最

大値を採用し、危険側の現象を再現

するため、流量一定の状態とした。また、先に挙げた水理的課題は、放流先の水位条

件により左右されるため、妙正寺川流量は高水位と低水位の２ケースとした。ここで、

高水位とは計画降雨 50 ㎜/hr のときの河川のピーク流量のことで 197.8 m3/s、低水位

とは晴天時の河川流量のことで 3.4m3/s となる。流量条件を表１に示す。  

 測定項目としては、局所的な水位上昇に対しては水位縦断及び流況、護岸への水衝

作用に対しては中間壁沿いの水深分布、流速及び流況、高田馬場分水路の偏流に対し

ては、左右分水路の流量を計測した。  

 

５．水理模型実験結果とその考察  

５．１ 局所的な水位上昇  

 河川高水位における第二妙正寺川

幹線からの放流有無による妙正寺川

水位縦断を図４に示す。 

 幹線からの放流の影響により、吐

口の上下流の水位が上昇するが、最

も水位が高くなる分水路端部では、

放流なしの状態では水深 5.405ｍに

対し、放流ありの状態では水深が

5.574ｍと約 20 ㎝の上昇が確認され

た。河川計画高水位は水深 6.0ｍで

あり、放流ありの水深に対しても約

50 ㎝の余裕があるため、溢水等の問題は生じないことが確認できた。  

 また、妙正寺川上流に対しては、斜路区間を射流となって流下するため、水位上昇

や背水の影響は見られなかった。  

 

５．２ 護岸への水衝作用   

５．２．１ 分水路中間壁への影響   

 河川低水位のケースが放流による護岸への影響が顕著であった。河川低水位におけ

 妙正寺川  
第二妙正寺川幹線  

放流なし  放流あり  

流量  

（ m 3/s）  

197.8（高水位）  
０  14.9 

3.4（低水位）  

表１ 流量条件  

H=6.0ｍ

0 50 100-50

H=6.0ｍ

0 50 100-50

 

図４ 妙正寺川水位縦断図  
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る第二妙正寺川幹線からの放流有無による吐口部付近妙正寺川水位横断を図５に、放

流ありの際の写真を写真３に示す。放流なしの場合、分水路仕切壁端部の水位が最も

高く、水位は約 50 ㎝であった。放流ありの場合、水位は約 2.8ｍであったが、河川計

画高水位までは余裕があった。中間壁が河川計

画高水位の水圧を基準に設計されているとする

と、影響は小さいといえる。  

 

 

５．２．２ 河床への影響   

 同じく河川低水位のケースが放流による護岸へ

の影響が顕著であった。放流ありの場合、分水路

内の流速は、中間壁付近で最大 6.5ｍ/ｓであった。

流速の大きい急勾配斜路の表面が摩耗・損傷して

いないことを考えると、河床洗掘への影響も小さ

いといえる。（図６）  

 

 

５．３ 高田馬場分水路の偏流  

第二妙正寺川幹線合流点の直近下流に存在する高田馬場分水路（二連暗渠）の流量

配分について、幹線からの放流有無別の結果を表２に示す。放流がない状態でも分水

路左岸側（第二妙正寺川幹線流入側）の流量は全体の 51.0％を占めており、右岸側よ

り左岸側の流量が若干多いことが確認された。こ

れは、妙正寺川上流の斜路から流速の速くなった

水が分水路左岸側へまっすぐに流入することに起

因するものである。  

 放流ありの場合では、分水路左岸側流量は全体

の 51.2％を占めている。これは、放流ありの状態

は放流なしの状態に比べ 0.2％の偏流が生じたこ

とを示すものである。この要因は放流水の大部分

は左岸側に流れるが、その分上流からの河川流量

は、右岸側の水路に流れて、元のバランスに近くなるためと考えられる。流量が元の

バランスに近くなるため、当初想定したような著しい偏りは生じないことが確認され

た。 

 

単位： m 3/s 

高田馬場分水路流量  

左岸側  右岸側  

放流なし  
101 

(51.0) 

97 

(49.0) 

放流あり  

(14.9 m 3/s）  

109 

 (51.2）  

104 

 (48.8） 

図５ 吐口部付近横断図 

吐口

妙正寺川

吐口

妙正寺川

 

 

 

 

 

図９ 図  

 

写真３ 吐口周辺流況写真  

図６ 吐口周辺流速ベクトル分布図  

表２ 流量配分一覧表  

※カッコ内の値は全体量に対する割合を示す。  
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６．放流角度による影響  

 ここで参考に、放流角度を 60°とした場合の実験結果を示す。60°放流案（１）は

既設人孔からの放流角度を妙正寺川に対して 60°にとった案であり、放流先は暗渠内

となる。また、60°放流案（２）は 90°放流案の吐口位置はそのままに、吐口から施

工済の管渠に向かって 60°の角度で管渠を伸ば

した案である。各案の模式図を図７に示す。  

 実験結果をまとめたものが表３である。いずれ

の評価項目においても数値の変動はあるものの、

その差はごくわずかであり、放流角度 90°での放

流が河川流況に特に大きな影響を与えないことが

確認された。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．おわりに  

 今回、河川断面の変化点や合流点がある河川流況が複雑な位置に、下水道幹線から

の放流角度 90 度による放流を行うことから、水理模型実験を行い水理的挙動の把握を

行った。水理模型実験により、机上の水理検討だけでは確認できなかった河川の安全

性の検証を行うことができた。今後は、本実験結果を踏まえた上で、適切な事業実施

に向けて、吐口詳細構造の策定を実施していく。  

 

 

5.1 5.2.1 5.2.2 5.3 

水位上昇  

(m) 

中間壁沿い  

水深 (m) 

中間壁沿い  

速度 (m/s) 

左岸側  

流量比  

90 度放流案  5.574 2.769 6.5 51.2 

60 度放流案  

(1) 

5.613 

(+0.039) 

2.712 

(-0.057) 

7.2 

(+0.7) 

52.8 

(+1.6) 

60 度放流案  

(2) 

5.574 

(0) 

2.535 

(-0.234) 

7.0 

(+0.5) 

50.7 

(-0.5) 

表３ 放流角度別測定値 

※カッコ内の値は 90 度案との差異を示す。  

図７ 放流案概要図  
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