
 

 
図 1 流域概要 

1－2－3 既設雨水渠へのシールド接続方法の検討について 

（第二谷田川幹線その４工事） 

 

第一基幹施設再構築事務所 設計課 

事業調査係  笹井 満 

 

1．はじめに 

 本工事は、谷田川幹線の増補幹線である第二谷田川幹線を新たに整備するものである。第二谷田川幹

線は、伏越し構造である既設藍染川幹線雨水渠に到達することから、対策を講じない場合はシールド到

達作業が水中作業となり、施工難易度が非常に高いことが想定された。そのため、接続部工事の安全性

を高めるとともに、施工しやすい環境を整えるため、流出解析シミュレーションを用いた接続人孔内の

ドライ化の検討を行った。 

 

2．工事概要 

 工事件名 ： 第二谷田川幹線その４工事 

 工事場所 ： 北区田端新町一丁目、荒川区東尾久一丁目付近 

 工事内容 ： 泥土圧式シールド工法（コンパクトシールド工法） 

          仕上り内径◎2,600mm、路線延長 L=216.95m 
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図 2 既設藍染川幹線の伏越し人孔 

（接続人孔） 

   

          図 3 検討項目の平面位置図            図 4 検討項目の断面位置図 

3．本工事における課題 

 本工事は、第二谷田川幹線の最下流部区間であり、

既設藍染川幹線雨水渠の伏越し人孔（図 2）にシール

ドマシンが到達する計画である。しかし、当該人孔は

隅田川の河川水の影響を受けており、常時滞水してい

る状況である。 

 当初計画では、シールド到達作業に当たっては、水

中作業にて足場及び仮締切を設置し、接続箇所を排水

し、ドライスペースを設けた上で、第二谷田川幹線を

接続する計画であった。しかし、この場合シールド到

達作業が水中作業となるため、施工難易度が非常に高

く、安全性及び施工性の面で大きな課題があった。 

 

4．検討内容及び結果 

 (1) 検討項目 

 シールド到達作業の安全性及び施工性の向上を図るため、接続人孔内のドライ化について検討を行

った。検討項目は、以下の 2 点である。（図 3、4） 

 ①河川水の流入防止対策の検討 

   … 藍染川幹線雨水渠は、隅田川の河川水の影響を受けるため、接続人孔内への河川水の流入

を防止する対策の検討を行う。 

 ②藍染川幹線分水部の堰高の検討 

   … 藍染川幹線と藍染川幹線雨水渠の分水人孔で分水された雨水が接続人孔内へ流入するこ

とから、藍染川幹線雨水渠内への流入をより制限するため、分水人孔の適切な堰高の検討を

行う。 
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図 5 流出解析シミュレーションによる 

   モデル化流域 

 

図 6 河川水流入防止対策位置 

表 1 河川水流入防止対策の比較表 
 既設スルースゲート使用 仮壁設置 

概要 
既設スルースゲート（高潮防潮扉）で止

水する。 

雨水渠内に、鉄筋コンクリート構造等の

仮壁により止水する。 

作業概要

及び構造

手動ゲート 

【ゲート開：40 分（20 分×2 門）】 

【ゲート閉：6 分（3 分×2 門）】 

既設藍染川幹線雨水渠頂版を撤去し、仮

壁を設置する。工事後、頂版復旧が必要。

 

施工日数
設置日数(開)：約 1 日間 

撤去日数(閉)：約 1 日間 

設置日数：約 50 日間 

撤去・復旧日数：約 40 日間 

止水性

ゲートの戸当たり部で漏水の可能性が

あるため、雨水渠内に土のう、仮排水ポ

ンプを設置し、排水する。 

止水性は高い。 

前提条件 大雨時にすぐに開けられるような構造にすること。（維持管理部所より） 

前提条件

の可否
対応が可能 対応が不可能 

評価 ◯ △ 

 (2) 流出解析シミュレーション 

 ドライ化の検討に当たっては、ドライ化対策前

後における流域全体の治水安全度の確認を行う

ため、流出解析シミュレーションを用いた。 

 流出解析シミュレーションソフトとして、今回

は分布型モデルの 1 つである InfoWorks CS を用

いた。モデル化した流域は、藍染川幹線流域及び

谷田川幹線・第二谷田川幹線流域の約 560ha であ

る。（図 5） 

 流出解析モデルの雨水流出係数などの各種パ

ラメータの設定に当たっては、当該流域の過去の

浸水実績や流末である三河島水再生センターへの流入実績などの既存データを基にキャリブレーシ

ョンを行い、流出解析モデルの妥当性を確認した。 

 

 (3) 検討結果 

①河川水の流入防止対策の検討 

 藍染川幹線雨水渠は、隅田川の河川水の影響を受ける

ため、接続人孔内への河川水の流入を防止する対策の検

討を行った。 

 河川水の流入防止対策の位置としては、締め切った後

の藍染川幹線雨水渠の貯留量を最大限活用する考えから、

図 6 に示すように河川吐口部付近に設置することが有効

であると考えた。この場合の藍染川幹線雨水渠の貯留容

量は、約 55,000m3となる。 

 次に、河川水の流入防止対策

として、既設スルースゲート

（高潮防潮扉）を使用する対策

と鉄筋コンクリートなどで仮

壁を設置する対策を検討した。

比較表を表 1 に示す。 

 維持管理部所との協議の結

果、「大雨時にすぐに開けられ

るような構造にすること」とい

う要望があったため、今回は短

時間に手動でゲート開閉が可

能な「既設スルースゲートを使

用する対策」を採用した。 
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図 7 藍染川幹線分水部の構造 

表 2 藍染川幹線分水部の水位と必要堰高 

計画 

降雨 

ピーク水位 

(m) 

必要堰高 

(m) 

堰嵩上げ高 

(m) 

10mm/hr 1.265 1.3 0.1 

20mm/hr 1.972 2.0 0.8 

30mm/hr 2.882 2.9 1.7 

40mm/hr 4.019 3.2(全閉塞) 2.0(全閉塞) 

50mm/hr 4.367 3.2(全閉塞) 2.0(全閉塞) 

※既設分水堰高：1.2m、既設開口高：2.0m 

図 8 流域全体の総溢水量 
（現況堰と堰全閉塞時） 

②藍染川幹線分水部の堰高の検討 

 藍染川幹線と藍染川幹線雨水渠の分水人孔で分水

された雨水が接続人孔内へ流入することから、ドライ

化を目的として藍染川幹線雨水渠内への流入を制限

するため、分水人孔の適切な堰高の検討を行った。 

 藍染川幹線分水部の構造は、図 7 に示すとおり、既

設堰高が 1.2m であり、堰高を越えるまでの汚水は三

河島水再生センターへ流入し、堰高を越えた雨水は藍

染川幹線雨水渠へ流入し隅田川へ放流される。 

 

1) 計画降雨における藍染川幹線分水部の必要堰高 

 流出解析シミュレーションを用いて、計画降雨

10mm/hr～50mm/hr の 5 降雨で藍染川幹線分水部

のピーク水位の確認を行い、各降雨における必要

な堰高の検討を行った。検討結果を表 2 に示す。 

 当該流域において、計画降雨 10mm/hr では藍染

川幹線分水部のピーク水位が 1.265m であったこ

とから、ピーク水位に対応可能な必要堰高は1.3m

（堰嵩上げ高 0.1m）と設定した。その他に、

20mm/hr 対応堰高は 2.0m（堰嵩上げ高 0.8m）、

30mm/hr 対応堰高は 2.9m（堰嵩上げ高 1.7m）と

設定した。ただし、40mm/hr、50mm/hr 対応堰高に関しては、ピーク水位が既設開口高よりも上昇す

ることから、全閉塞が必要という結果となった。 

 

2) 現況堰と 40mm/hr、50mm/hr 対応堰（全閉塞）の治水安全度の比較 

 次に、最適な堰高を確認するために、堰高を変更させたことによる流域全体の治水安全度を検証す

ることとした。流域全体の治水安全度を評価するにあたり、流出解析シミュレーションで算出した流

域全体の総溢水量で評価することとし、現況堰（対策前）と比較して、堰高変更時（対策後）の流域

全体の総溢水量が増大していないかを確認することとした。 

 現況堰と 40mm/hr、50mm/hr 対応堰（全閉塞）の流出解析結果を図 8に示す。 

 計画降雨 40mm/hr と 50mm/hr の結果をみると、両降雨ともに堰高を嵩上げすることで流域全体の総

溢水量が増大し、治水安全度が低下している。こ

の理由としては、堰を全閉塞した結果、今まで分

水堰を越流して隅田川へ放流していた雨水が藍

染川幹線へ流下し全て三河島水再生センターへ

流入し、藍染川幹線の流下能力や三河島水再生セ

ンターのポンプ能力を超えたことにより、地表面

へ溢水したためである。したがって、分水堰を全

閉塞することは、治水安全度が大幅に低下するこ

とから、採用できない結果となった。 
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図 9 流域全体の総溢水量 

（現況堰と 20、30mm/hr 対応堰） 

 
図 10 河川水の流入防止対策 

 

図 11 藍染川幹線分水部の堰高対策

3) 現況堰と 20mm/hr、30mm/hr 対応堰の治水安全度の比較 

 ② 2)の検討結果より、藍染川幹線分水部の堰高は 40mm/hr、50mm/hr 対応堰高（全閉塞）では治水

安全度が低下したため、20mm/hr、30mm/hr 対応堰を検討対象とした。ここで、10mm/hr 対応堰高につ

いては表 2 より現況の堰高を 0.1m 嵩上げするに過ぎず、嵩上げの目的である第二谷田川幹線のシー

ルド到達作業中のドライ化に対し、現況堰と比べて越流回数の削減効果がそれほど期待できないこと

から、10mm/hr 対応堰を検討対象外とした。 

 現況堰と 20mm/hr、30mm/hr 対応堰の流出解析結果を図 9に示す。 

 20mm/hr 対応堰では、計画降雨 40mm/hr 及び 50mm/hr のいずれの場合も流域全体の総溢水量は現況

堰と比較して概ね同程度であった。 

 一方、30mm/hr対応堰では、計画降雨40 mm/hr

及び 50mm/hr のいずれの場合も現況堰と比較

して総溢水量が大きくなり治水安全度が低下

する結果となった。これは、30mm/hr 対応堰で

は表 2 より 1.7m 嵩上げするため、既設開口高

2.0mに対して0.3mしか開口がなくなることか

ら、藍染川幹線雨水渠側へ適切に雨水が流入し

ないことによるものである。 

 以上より、計画降雨 40mm/hr、50mm/hr まで

は概ね治水安全度の確保が可能な 20mm/hr 対

応堰を採用し、表 2 より分水堰高を 0.8m 嵩上

げすることとした。 

 

 (4) 対策結果の整理 

 今回、シールド到達作業の安全性及び施工性の向上を図るため、接続人孔内のドライ化について検

討を行った結果、河川水の流入防止対策としては、図 10 に示すように、既設スルースゲートを使用

することとした。また、藍染川幹線分水部の堰高対策としては、図 11 に示すように、堰高を 80cm

嵩上げする対策とした。 

 

5．おわりに 

 シールド到達作業における水中作業は、施工難易度が非常に高く、施工しやすい環境に整える必要が

あるため、既設雨水渠へのシールド接続方法の検討にあたっては、今回の事例のように治水安全度を考

慮したドライ化など、設計段階より十分な検討を行う必要がある。 
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