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１．連続式改良型伏越しの堆積状況調査

【調査目的】

昨年度、単機型の改良型伏越しにおける土砂の
堆積状況を調査した。

今年度は、愛知県半田市の乙川地区において、
連続的に改良型伏越しを設置した場合の、伏越し
内の堆積状況について調査を行った。

単機式と連続式の堆積傾向の違い（量と質）の有
無を把握し、施工後の維持管理に役立てる。



1.1 調査箇所の概要
乙川地区

土地用途 住宅地

供用開始 平成20年３月31日

排除方式 分流汚水

清掃実績 なし（供用後約１年経過）

上流側伏越し 下流側伏越し

接続家屋 ２５軒接続（接続率約23％） ２９軒接続（接続率約27％）

施工方法 簡易推進 弧状推進

管渠種別 VUφ150
（上下流接続管φ150）

PEφ150
（上下流接続管φ150）

伏越延長 L=１１．０ｍ L=２９．４ｍ

上下流落差 H=0.155ｍ H=0.155ｍ

伏越上流
－伏越し最深部 H=0.849ｍ H=1.355ｍ（設計値）

ベント角度 45° －

伏越し間距離 59.6ｍ



1.2 連続式伏越しの構造

上流側上流側

下流側下流側



1.3 堆積物の量と質

上流側伏越し 下流側伏越し

伏越容積 0．２１ m3
（０．１６m3）※ ０．５２ m3

堆積物容積
（湿潤重量）

２３．６Ｌ
（４０．２㎏）

５３．０Ｌ
（５８．６㎏）

閉塞率 １４．８ ％ ※ １０．２ ％

性状割合
（浮遊物：土砂） ９：１ ９：１

※伏越し直線部にのみ堆積すると仮定し、直線部の容積・閉塞率とする。

・閉塞率が小さい。→年末の社会実験による影響、供用開始後１年未満等か。

・下流の方が閉塞率が小さい。→構造の違い？（他の現場で確認）

・生ゴミ系堆積物が多い。→閉塞率と同様の理由か。



1.4 堆積物（土砂）の粒径分布
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・下流伏越しの堆積物は上流伏越しを通過できたもの？→２㎜以下は掃流されている。

・下流伏越しで＞26.5㎜の小石が多い→原因不明



1.5 まとめ

連続伏越しにおいて、上流側で約１５％、下流側で約１０％の閉塞
が確認されたが、堆積途上であると考えられた。

堆積物は、土砂と生ゴミ・油脂で構成され、体積比は１：９であった。

昨年度の他地区における調査結果と相違が見られたが、事前に実
施した社会実験による影響が考えられた。

堆積物の最大粒径は８㎝の礫（コンクリート塊）であった。他地区で
も礫系の混入があり、閉塞防止のため定期的な点検・清掃が必要
と考えられる。

上下流の伏越しで、閉塞率や土砂の粒径分布に違いが見受けられ
た。下流側伏越し内の堆積物＝上流側伏越し通過可能 と仮定す
れば、２㎜程度の砂は掃流出来ていることとなる。



２．改良型伏越し堆積物フラッシュ実験

【調査目的】

改良型伏越しは、コスト縮減効果が高いことから、今
後の普及が予想されるが、普及とともに基数が増加す
れば、維持管理の負担が大きくなる。

改良型伏越しは定期的な清掃が必要であることから、
自治体の維持管理上の負担を軽減するために、貯留汚
水のフラッシュを利用した清掃方法を提案し、その効果
を検証する。



2.1 フラッシュによる清掃の概念

① 伏越し上流部を止水プラグで止水（１／２水深程度）

角落とし

プラグ

② 湛水（１／２水深程度）後、プラグ撤去



2.2 フラッシュによる清掃効果

フラッシュ後の堆積量
フラッシュ前の堆積量

（平成20年度調査結果を代用）

伏越容積 0．１２ m3

堆積物容積
１５．１Ｌ※湿潤ベース

（２５．０㎏）
３５．６Ｌ※乾燥ベース

（２５．２㎏）

閉塞率 １２．６ ％ ３０．０ ％

・容積減少も重量は変化なし→比重の軽いものが掃流。上流より新たな堆積物流下か。

・閉塞率が改善されるも残留分多い→ 同 上

・効果が高いとはいえない。



2.3 残留土砂の粒径分布
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・土砂粒径分布はフラッシュ前後で変化なし→掃流されない？上流管きょ堆積物と入替り？



2.4 まとめ

フラッシュにより、比重の軽い物質（生ゴミや油脂など）
は下流へ掃流される。

砂分などの比重の重い物質は、そのまま留まるか、もし
くは上流管きょに存在する堆積物と置き換わる。

閉塞率は、比重の軽い物質が減った分は改善されるが、
大きな効果は得られない。



３．流体解析シミュレーション

【目的】
改良型伏越しについては、採用する現場毎に構造や水

理条件が異なる。また、社会実験を行う伏越しのパターン
も限られている。

ここでは、より多くのパターンについて性能評価を行う
ために、技術革新の目覚ましい数値流体解析（ＣＦＤ） を
用いて、試行的に検討を行った。



3.1 シミュレーション概要

昨年度は、単機の改良型伏越しにおける土砂移動シュ
ミレーションを実施した。
※単一粒径土砂を流下させたときの状況（30秒程度）を確認した。

今年度は、実寸モデルの改良型伏越しに、実際の土砂
粒径分布を与え、堆積初期と終期の状況を確認した。

粒子が出口部周辺で堆積する状況の解析
(case 1)

粒子が20%堆積した状況を壁面で模擬
(case 2)

堆積領域を削除



3.2 解析条件

流体 ： 水
密度 1000[kg/m3]
粘度 1e-3[kg/m/s]

土砂 ： 密度 2700[kg/m3]
粒子径 2[mm]-85%
粒子径 5[mm]-10%
粒子径 10[mm]-5%

※粒子数低減のため相似則を用いて粒径を3倍にして解析

【物性値】

【境界条件】

入口流速 ： 0.6[m/s
土砂供給量 ： 平均体積分率で0.1％程度

流体解析メッシュ数15000



3.3（１） 解析結果（粒子挙動）

色は速度(0-0.5[m/s]で表示）

数字は系内の粒子個数を示す．

ＣＡＳＥ１

ＣＡＳＥ２



流体速度[m/s]
最大速度は1.1[m/s]程度

3.3（２） 解析結果（流体速度、粒子体積分率）

ＣＡＳＥ１ ＣＡＳＥ２



粒子体積分率[-]
（0.63が高密度充填状況）

3.3（２） 解析結果（粒子体積分率）

ＣＡＳＥ１ ＣＡＳＥ２



30%閉塞のライン以下に堆積が起こっており、ベント以降の

堆積傾向は両ケースともにほぼ似た傾向を示している

30%閉塞のラインを表示

3.3（３） 解析結果（堆積高さ）

ＣＡＳＥ１ ＣＡＳＥ２



3.4 まとめ

閉塞開始状況の解析（case1）と20%閉塞時からの解析（case2）

を行い、以下を得た。

・粒子の堆積に伴い、有効な流体通過面積が減少し、流速上昇が
確認できた。

・両ケースにおいて、粒子の堆積は30%の閉塞ライン近傍に漸近し、
それ以上の増加は見られなかった。





４．流体解析シミュレーション（その２）

【目的】

改良型伏越しは、主に小口径管きょに用いられる。

小口径管きょは幹線と異なり、流量が間欠的に流れることから、伏
越し内に堆積を生じさせないためには、フラッシュ効果を期待する必
要がある。

しかし、伏越しはその構造上、流速の伝播が下流まで伝わりにくい
（ピークカット）ため、特に連続式改良型伏越しでは下流側の伏越し
部において十分な流速が得られない可能性がある。

ここでは、数値流体解析（ＣＦＤ） を用いて、流速伝播に関する計
算を試行的に行った。



4.1 解析対象

下図のように高低差が途中で存在する配管内の気液２相流解析を行う

中心に対称条件を適用



4.2 解析条件

経過時間（sec）

流
量

0.01

（m3/s）
以下の流量履歴入口から地点から流す

60 120 180

0.005

Case１：図の通り。

Case２：図の２倍の流量

水 ：
密度 1000[kg/m3]
粘度 1e-3[kg/m/s]

空気 ： 密度 1.225[kg/m3]
粘度 1.758e-5[kg/m/s]

境界条件

液体入口流速 ： 右の流量グラフに従う

物性値



4.3（１） 解析結果 case1（入口部）



4.2（２） 解析結果 case1（中間部）



4.3（３） 解析結果 case1（出口付近）



4.3（４） 解析結果 case2（入口部）



4.3（５） 解析結果 case2（中間部）



解析結果 case2（出口付近）



4.4 流量の時刻歴分布

縦軸質量流量[kg/s]、横軸時間[sec]

ＣＡＳＥ１ ＣＡＳＥ２



4.5 まとめ

高低差を有する配管内に２ケースの非定常入口流量条件を与え，

以下を得た。

・入口における流量増加は中央部、出口部の順番に伝播する傾向
となった。

・流量の異なる２ケースにおいて速度上昇・減衰傾向はほぼ相似
の結果となった。

・計算初期の空気の連行については、実態とあわないと考えられ
る。通気を考慮した計算を実施する必要がある。



堆積物（土砂）の粒径分布
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