
設置することが可能となるため、今後、管きょや水再生センター、ポンプ所での導入が考

えられる。  
また、管きょの水位を把握し、水再生センターやポンプ所への流入量及び流達時間の把

握をすることで、ポンプ運転の最適化が図れると考えている。  
今後も、平成 25 年度に引続き実施している調査を通じ、豪雨時や長雨時においての管き

ょ水位・ポンプ所流入量・ポンプ井水位との相関性調査を実施し、得られた知見を基に効

率的なポンプ運転を行うための運転支援方法について検証を行っていく。  

  

 

1-2-2 区部河川における下水道からの雨水放流量の緩和について 

～神田川流域のケーススタディ～  

 

建設部 設計調整課 鈴木 淳也 

 

1. 雨水放流量緩和の背景 

近年、時間 50 ミリを超える局所的集中豪雨が一部地域で頻発し、平成 17 年 9 月 4 日

に台風 14 号の影響による集中豪雨で、都内全域に約 6000 棟近くの浸水被害が発生した。

（図１） 

このような状況において、浸水被害を軽減させるためには、河川や下水道を整備し、

降雨を速やかに排水する必要がある。 

東京都では、河川、下水道ともに時間 50 ミリの降雨を排水するための整備を進めてい

る。しかし、整備が完了していない河川においては、下水道からの放流量に制限が設け

られ、下水道の能力を十分に活用することができないだけでなく、吐口を設置すること

自体が困難な箇所も存在するのが実情である。（図２） 

このため、建設局と下水道局は協議を重ね、より緊密な連携により、整備の完了して

いない河川を少しでも有効活用しながら従来の放流量規制を緩和し、下水道から河川へ

の放流量を拡大することで、浸水被害の軽減を図ることとした。 

 

     

 

 

 

 

図１ 浸水被害の状況 図２ 放流量規制の状況 

規制による閉塞
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2. 雨水放流量緩和の概要                  

2.1 取組方針  

これまでは、吐口ごとに合理式を用いて計画放流量を定め放流協議を行っていた。し

かし、河川が整備途上の状況においては、現況の河川の流下能力で下水道からの放流量

を受け入れられないため、下水道からの放流量に規制を設けられ、計画量の放流を行え

ない状況であった。 

そこで、新たな方法として、時間 50 ㎜降雨に対応する整備の途上にある河川において、

流域全体の河川と下水道管網を一体とした雨水流出解析モデル（以下、モデルという。）

を構築することで、流量の時間変動や河川の整備状況を最大限活用し、河川への放流量

緩和の協議を行うこととした。具体的には、モデルによるシミュレーションで、下水道

からの放流量と河川水位を算出し、図３のように現況の河川の高水位（以下、現況 H.W.L.

という。）を超えない範囲で下水道からの放流量を増やしていく。現況 H.W.L.とは、既設

護岸高から、約１ｍ程度差し引いた値と定義して、放流量緩和の判断基準としている。 

 

 

 

 

この取組方針は、建設局と下水道局とで平成 20 年 3 月 31 日に締結した「区部河川に

おける下水道からの雨水放流量の調整、緩和に関する覚書」（以下、覚書という。）によ

り承認されている。 

覚書は、区部河川での放流量緩和の一般的な取組方針を示しており、具体的な取組に

ついては、河川ごとに確認書を取り交わすこととなっている。 

確認書で取り決める緩和の手順は以下のとおりである。 

①  モデルを構築し、下水道からの放流量緩和後の河川水位が計画降雨において現

況 H.W.L.を超えないことなどを確認して、下水道からの放流量を緩和する吐口

を複数箇所選定する。 

②  吐口の位置や緩和放流量、緩和時期などに関する事業計画を策定する。 

③  緩和手順として、計画した緩和箇所の中から、優先的に先行して緩和を実施す

る吐口を数箇所選定する。 

図３ 新たな放流協議のイメージ 
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④  先行して数箇所の吐口を緩和した後に、実降雨によるモデルの再検証を行い、

モデルの妥当性を確認する。このとき、モデルと現況が異なれば、モデルを更

新する。（必要に応じて確認書を修正する） 

⑤  残りの吐口の緩和を実施する。 

⑥  全ての吐口を緩和した後に、再度実降雨によるモデルの再検証を行い、妥当性

が確認できた段階で完了となる。 

 

2.2 各流域における取組概要 

神田川流域では、平成 20 年 4 月 30 日に「神田川流域における下水道雨水放流量の調

整・緩和に関する確認書」を締結し、4 箇所の吐口で放流量を緩和することとなった。こ

のうち 2 箇所の吐口については、先行して放流量の緩和を実施し平成 23 年度までに吐口

工事が完了したため、モデルを更新して実降雨によるモデルの再検証を行い、妥当性の

確認を終え、平成 25 年 3 月 29 日に「神田川流域における下水道雨水放流量の調整・緩

和に関する確認書の一部を修正する確認書」を締結した。 

また、隅田川・新河岸川流域では、平成 20 年 12 月 19 日に「隅田川・新河岸川流域に

おける下水道雨水放流量の調整・緩和に関する確認書」を締結し、9 箇所の吐口うち、先

行して 5 箇所の放流量緩和を予定しており、モデルの再検証に向け検討を行っている。 

この他に、目黒川流域や白子川流域などについては、放流量緩和に向け、現在検討を

進めている。 

 

3. 神田川流域における取組事例                  

本報告では、神田川流域における放流量緩和に向けた取り組みについて説明する。 

3.1 確認書締結までの取組 

神田川流域は約 10,000ha あり、神田川、善福寺川、妙正寺川などの河道と概ねφ800

㎜以上の下水道管網でモデルを構築した。（図４） 

この流域では、後楽ポンプ所、坂下幹線、第二十二社幹線、第二妙正寺川幹線の 4 箇

所の放流量緩和が確認書により承認されている。 

 

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38



  

 

 

 

 
 

 

モデル構築後は、図５のように降雨入力エリアを定め、各エリアに設置されている雨

量観測所で計測した降雨を５つ選定し、各エリアの降雨条件としてシミュレーションを

行った。その後、河川水位を計測している図６の 39 箇所において、シミュレーションに

より算出された河川の計算水位と実測水位を比較した。この結果、図７のように計算水

図４ 神田川流域の流出解析モデル概要図 

図５ 降雨入力エリアと実績降雨の一例 
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位と実測水位が概ね一致していることから、モデルの妥当性が確認され、モデルを確定

することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、確定したモデルにより、放流量緩和の前後における浸水状況をシミュレーショ

ンにより再現し、浸水が軽減されることを確認することができた。図８は、坂下幹線流

域における浸水軽減効果を示したものである。 

 

図７ 水位比較の一例 

図６ 水位比較地点 

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38

目　次



  

 

 

 

 

 

その後、このモデルを用いて、上記 4 箇所の放流量を算出し、緩和放流量として決定

した。 

また、4 箇所のうち、2 箇所の吐口の放流量を先行して緩和することを決定した。 

このとき、先行緩和後にモデルの再検証を行い、妥当性の確認が完了した後、残りの 2

箇所について放流量の緩和を行い、最終段階でも再度モデルの検証を行うといった手順

も確認書に定めた。 

3.2 先行緩和実施後のモデルの再検証 

平成 21 年 5 月に後楽ポンプ所、平成 23 年 8 月に坂下幹線の放流量緩和を先行して実

施したため、確認書の手順に従って、モデルを再検証することとなった。 

再検証を行うにあたっては、河川工事などにより確認書締結時と河川の状況などが変

わったため、モデルの更新を行った。 

また、当初は時間 20～30 ㎜程度の 2～3 降雨で再検証を行うこととなっていたが、平

成 23 年度において、対象となる降雨が１降雨しか観測されなかったため、建設局と協議

し、平成 23～24 年の期間における時間 10 ㎜程度の降雨も含めた 5 降雨で再検証するこ

ととした。この結果、計算水位と実測水位が概ね一致していることが確認されたため、

更新後のモデルを確定することができた。（図９） 

図８ 坂下幹線流域における浸水軽減効果 

（時間 50 ㎜計画降雨を用いたシミュレーション結果） 
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3.3 修正した確認書の締結 

モデルの更新により、計算結果

が変わるため、緩和放流量の見直

しを行った。 

表１のとおり、基本的には、更

新モデルにより算出された放流

量を緩和放流量とした。 

ただし、第二妙正寺川幹線につ

いては、放流先の流況が複雑であ

るため、別途水理模型実験を行っ

ており、実験で河川の氾濫への安

全性が確認された当初の緩和放流 

量を踏襲した。 

また、このとき合理式により算出した放流量を計画放流量として原則記載したが、第

二妙正寺川幹線だけは、更新モデル上の最大値を計画放流量として記載した。 

 

4. 雨水放流量緩和に関する課題                  

表 1 に示したように放流量として計画放流量と緩和放流量の二つの値が存在するため、

放流協議、計画協議の順に行う河川協議の中で、吐口断面形状の決定プロセスが複雑に

なり、以下に示す課題が明らかになった。 

具体的な内容について、坂下幹線の事例を挙げて説明する。 

坂下幹線の放流協議では、合理式による計画放流量 26.0m3/s とシミュレーションによ

表 1 修正した確認書の放流量一覧 

図９ 水位比較の一例 
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る当初の緩和放流量 19.5m3/s について承認を得て、H20 当初の確認書を締結した。この

とき、坂下幹線の吐口の断面形状は、計画放流量 26.0m3/s に対して合理式のマニング式

から算定される高さ 3.0ｍ、巾 3.0ｍで計画されていた。 

その後の計画協議において、計画放流量 26.0m3/s により決定された吐口の断面形状で

は、緩和放流量 19.5m3/s よりも多く放流される恐れがあるため、緩和放流量 19.5m3/s に

合わせた吐口形状に縮小するよう指示を受けた。指示に従い、図 10 のように袖壁を設け

て、吐口の断面形状を縮小する検討を行った。このとき、縮小後の吐口の断面形状は、

建設局の指示に従いマニング式により 19.5m3/s に見合ったものとしたことから、高さ 3.0

ｍ、巾 2.15ｍとなった。 

再検証時にこの袖壁をモデルに反映し、吐口の断面形状を高さ 3.0ｍ、巾 2.15ｍとし

て再度放流量を算出すると、袖壁の損失が追加され、当初の緩和放流量 19.5m3/s よりも

小さい 18.6m3/s となったため、最終的に緩和放流量を 18.6m3/s として平成 24 年に確認

書を修正し締結した。 

確認書の修正手続きにおいて、次のことが課題と考えられた。 

縮小した吐口の断面形状は、マニング式により当初の緩和放流量 19.5m3/s で設定して

いるため、計画協議時の指導方針からすると、新たな緩和放流量 18.6m3/s に見合った吐

口の断面形状に変更し、吐口をさらに小さくする必要が生じる。 

そして、マニング式により修正後の緩和放流量 18.6m3/s に見合った吐口の断面形状に

再度変更し、再びモデルに反映し計算し直すと、放流量は 18.6m3/s より小さい値となる

ことが予想される。 

つまり、この指導方針では、いつまでも吐口の断面形状が定まらず、最終的には吐口

を閉塞することになりかねないことがわかる。これは、マニング式とシミュレーション

という異なる手法で算出した値を、吐口の断面形状を扱う際に、それぞれの算出方法の

違いを考慮せず、値の大きさのみに着目して協議を行ったことが原因である。 

以上のことを建設局と確認した結果、当面の暫定措置として吐口の断面形状は高さ 3.0

ｍ、巾 2.15ｍとし、これ以上の断面縮小の検討は行わなくてよいこととなった。 

今回の河川協議における検討を通して、マニング式で求められた吐口の断面形状に対

して、シミュレーションで求められた緩和放流量に見合うようさらにマニング式で吐口

形状を再設定する方法は適切ではないと考えられる。 

このため、今後も吐口の断面形状の決定プロセスについて継続的に建設局と協議を行

う予定である。 
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このため、今後も吐口の断面形状の決定プロセスについて継続的に建設局と協議を行

う予定である。 

  

 

 

 

 

図 10 坂下幹線における事例 
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