
Photo1. Experimental setup of pipes connected to manhole 

Figure1. Definition sketch of Notation 
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Abstract: Recently, drainage function at manhole connected to drain pipe with steep slope was investigated, and the confined space at 

manhole might be helpful for increasing drainage function at manhole. This report presents the effect of drop gaps between inflow and 

outlet pipes on the drainage function at manhole under the confined space at manhole. The physical model of manhole with 120 degree 

connection of drain pipe, in which outlet pipe was set as 1/2 slope, was installed. The change of discharge coefficient with inflow 

Froude number is different under three different drop gaps at manhole. The experimental results yield that the discharge coefficient as 

drain function has a maximum 1.46 under drop gaps with 7cm. 

 

１． はじめに 

市街地内を中心に集中豪雨による内水氾濫対策とし

て，雨水幹線または調整池に雨水管路からマンホール

を通じて接続している．この場合，既設の埋設物を考

慮して雨水幹線および調整池が地上から深い位置に設

置されていることが多く，マンホールから流出する管

の勾配が急勾配となる場合がある．しかしながら，マ

ンホールに接続する管路における局所流の水理に不明

な点が多く［1］，マンホールを通じて急勾配で流出する

場合の排水機能の解明が重要となる． 

本研究室では，マンホールを通じて急勾配で流出す

る場合に，マンホールと流入・流出管の接続構造等の

改善で排水機能が改善することを明らかにしている［2］．

特に，流入・流出管の接続角度を 120 度とし，流出管

の勾配を約 1/2 とした場合にマンホール上部を閉塞状

態とすることで排水機能が向上することを示している
［3］［4］． 

ここでは，マンホール上部を閉塞状態とし，流入・

流出管の接続角度を 120 度，流出管の勾配を約 1/2 と

した場合を対象に，マンホールでの流入・流出管の下

縁の段差を変えたことが排水機能に与える影響につい

て，実験的に検討を行った． 

 

２． 実験概要 

雨水幹線に接続する急勾配の横引き管の排水機能を

検討するため，Photo1に示すように，横引き管および

マンホール模型を水路幅 80cm，水路高さ 60cm，水路

長さ 15mを有する可変勾配式矩形水路に設置し実験を

行った．既存の検討［4］から排水機能が期待できるよう

にマンホールに流入・流出する管の接続角度を 120 度

とし，マンホールから流出する管の勾配を約 1/2 とな

るよう設置している．マンホール底部と流入管の下縁

の段差が 5.15cm(管径の半分)，7cm，9cm となるように

管路の高さを変え設置している．なお，マンホール底

部では流出部の下縁まで，固定部材で空洞をなくし，

水平に仕上げている．模型設置の概略図と記号の定義

を Figure1 に示す．実験条件を Table 1 に示す．マンホ

ール上部を閉塞状態として実験を行った．閉塞状態と

する場合，マンホール上部に木版を設置することで閉

塞状態としている．実験は 1/6 縮尺を想定し，フルード

の相似則に従うものとする． 

水深測定については，ポイントゲージを用いて，流

入管直上流の水深 huを測定した．管路およびマンホー

ル内の流況をデジタルカメラで記録した． 
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θ (deg) Q (m3/s) Lu /D (-) i u (‰) L d /D (-) i d (‰) δ /D (-)

120
0.0059

~0.0165
4.85 0 6.6 470 0.50

120
0.0055

~0.0155
4.85 0 5.83 470 0.68

120
0.0062

~0.0144
4.85 0 5.83 470 0.87

Table 1. Experimental conditions 

Figure 2. Change of Cd with Fr under three different δ/D

３． 流況説明 

いずれの流入・流出管の段差の場合も，マンホール

に流入する流れはマンホール壁に衝突し，強く回転す

る流れとなる．マンホール流出部で空気層を伴った剥

離が生じにくくなり，急勾配であっても満管に近い状

態で流れる． 

 流入・流出管の段差 δ/D = 0.50 の場合，Pipe A から落

下する流れは Pipe B へ直接流入するものとマンホール

壁や底部に衝突しマンホール下部で回転し Pipe B へ流

入する様子が確認される．また，マンホール上部では，

マンホール壁に衝突し湧き上がった流れによって回転

する様子が確認される．δ/D = 068，0.87 では，Pipe A

からの流れの内，マンホール下部での回転した流れが

Pipe A 下縁より下の位置に見られる．また，マンホー

ル上部では，マンホール側壁に沿った回転流れによっ

て螺旋形の流れが確認され，マンホール内で回転した

流れが一体化し，Pipe B へ流入する様子が確認できる． 

 

４． 流量計数の変化特性 

マンホールに接続する横引き管の排水機能に対する

流入・流出管の段差による影響を明らかにするために，

Figure1 に示す設置概要図に示す Pipe A の直上流②と

流入部①との間で Bernoulli の定理を適用し，流量係数

Cdを(1)式で定義した［1］． 

𝐶 =      (1) 

実験測定データ（流量Ｑ，Pipe A 直上流での測定水深

hu）を(1)式に代入して流量係数 Cdを算定し，流入・流

出管の段差によって Pipe A 内のフルード数 Fr=V/ 𝑔𝑅

（V=4Q/πD2，R=D/4）による Cdの変化について整理し

たものを Figure 2 に示す． 

図に示されるように，流入・流出管の段差の程度に

よって変化傾向が異なる．Fr < 3.2 程度では，流入・流

出管の段差 δ/D = 0.68，0.87 のとき，δ/D = 0.50 と比較

して，流量係数 Cdの値が大きくなる．これは， 流入・

流出管の段差が大きい場合，Pipe A から落下した流れ

がマンホール底面に衝突したことによる Pipe A 上流水

深への堰上げ効果が低減されたことが排水機能に影響

したことが考えられる． 

 流量係数 Cd の値は Fr = 3.2 程度で極大値 1.18~1.46

を示す．特に，δ/D = 0.68 の場合，他の流入・流出管の

段差よりも Cdの値が大きく，排水機能が高い．これは，

段差によって，Pipe A と Pipe B の位置関係が異なり，

Pipe A から落下した流れの Pipe B への流れ込み方の違

いが排水機能に影響するものと考えられる．つまり，

δ/D = 0.68 の場合に，Pipe A から流入した流れが Pipe B

に流れ込みやすい流向となったものと考えられる． 

 

５． まとめ 

 マンホール上部を閉塞した場合のマンホールに接続

する横引管の排水機能について，流入・流出管の段差

を変えたことが排水機能に与える影響について検討を

行った．接続角度が 120 度の場合について，流入・流

出管の段差の程度によって，マンホール内に形成され

る局所流の流況，流量係数の変化傾向が異なることを

示した．特に，δ/D = 0.50, 0.87 に比べてδ/D=0.68 とし

た場合，流量係数 Cdが 1.46 まで達することを示した． 
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