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排水・通気設備

給排水設備の中で排水設備だけはポンプのような加圧設備がなく、
重力だけで水を流す方式である。ポンプ加圧であれば、梁貫通を
したり梁下を通したりできるが、重力式ということは、水は上から
下にしか流すことができない。その上、排水は詰まり、臭いという
問題がついてまわる厄介な設備である。建築プランは排水管を振
らないですむようにシャフトを通してから計画を始めて欲しい。

排水設備の分類

排水を分類すると、汚水排水（大便器、小便器）、雑排水（流し、浴室、
洗面、洗濯など）および雨水排水に分けられる。
　配管方式では、汚水、雑排水を同じ管に流す合流式、別に流す
分流式がある。分流式といっても下水道は汚水、雑排水を同じ管
に流すのだから、建物外で合流させて下水道に放流する。
　下水道には雨水を排水と一緒に流す合流式、別に流す分流式が
ある。この場合、屋外合流、屋外分流と呼ぶ。ややこしい表現であ
るが、屋内合流と屋外合流に使い分ける。
　屋内について合流、分流は建物の用途などによって設計者が選
択するが（公共物件では分流と指示されることが多い）、屋外について
はその地域の下水道方式によって決まってくる。
　下水道がない場合は浄化槽を使用する。昔、住宅は単独浄化槽
（放流水質90ppm）といって汚水だけ処理する浄化槽でよく、雑排
水は処理せず雨水と一緒にして、そのまま側溝などに排水してい
た。平成13年頃に禁止され、現在では合併処理槽（放流水質
20ppm）のみとなっている。
　古い建物では単独浄化槽が使用されているが、合併浄化槽に変

更するのは大変である。雑排水を雨水と分け、汚水と合流させな
くてはならず、屋外配管のやり直しになってしまう。

下水道についての確認事項

①下水道放流地域か…下水道放流地域では原則、浄化槽を使って
はならない

②合流地域か分流地域か
③分流の場合の雨水放流先…雨水用下水管、側溝、水路、敷地内
浸透など、地域によって違う。浄化槽の場合の放流先も同じ確認
が必要

④雨水については道路課、建設課などで管理している地域がある
ので、どこが管理しているかを確認

⑤下水道台帳…水道はないが、下水道の場合、インターネットで台
帳（本管のサイズ、深さ、接続桝の位置などが記載されている）を見る
ことができる地域がある。台帳では接続桝（最終桝、公共桝、公設
桝など、地域によって呼び名が違う）の正確な位置や深さが分から
ないので、現場確認が必須

⑥下水道料金
⑦雨水流出抑制があるか…指針などがあれば、もらってくる必要が
ある

⑧ビルピット対策についての規則…大きな排水ピットに排水を長時
間、貯留していると、排水が腐食して饐えた臭いになる。その排
水を下水道に放流すると地域一帯が臭くなる。それを防止する
ために、東京ではビルピット条例という規則がある。ある住宅で、
時々、下水の臭いがするという苦情があり、何回か現場を確認し
たが詰まりやトラップの封水切れはなく原因が分からなかった。
隣に古いマンションがあったので、そこの排水ピットから排水す
る時に臭いが出るのではないかと説明した。その後、苦情はなく
なった。
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トラップ

トラップとは、排水場所の直近に常に水が溜っている場所をつくり、
虫や排水の臭いが出てこないように水で蓋をしているものをいう。
水溜りのことを封水という。排水が臭う原因は、ほとんどトラップ
の封水が切れている状態である。
　トラップの種類はP型、S型、椀型、ドラム型などが代表的で、形
から名前がつけられていることが多い［図1］。機能から名づけられて
いるのがグリストラップ、ガソリントラップ、石膏トラップ（ドラムト
ラップと同じ）などである。
　トラップを直列につなぐと、その間の配管が真空状態になり排
水が流れなくなるので、避けなければならない。これを「二重トラッ
プの禁止」という。

排水管

排水管は、水道管のように満水状態で流れているのではなく、配管
の半分くらいしか水深がない。汚物はジャーっと勢いで流すのでは
なく、ぷかぷかと浮いて流れていくとイメージしてもらえばよい［図
2］。勾配が急すぎると水だけが流れて汚物が取り残されてしまい、
詰まりの原因になる。勾配が緩く満水状態になると水が流れにくく
なる。勾配は50mm程度で1/50、100mmでは1/100くらいがよ
い。根拠は分からないが、管径の逆数程度の勾配でよいと習った。
正しくは配管サイズの表による［表1］。

排水管の口径
給水管と同じように、器具によって排水負荷単位が決まっており、
その合計と排水管勾配によってサイズが決定される［表1、2］。よほ
ど横引管が長くなければ100mmの配管で足りる（大便器22個分）。
枝管は大便器1個で75mm、2個以上で100mmとなる。雑排水だ
けであれば50mm（洗面器21個分）でよい。老人ホームのように浴
槽の湯を早く排水したいような時や、枝管が集まってくる場所には
75mmを使うこともある。

排水管の管材
昔、白ガス管を使用していた時もあったが、腐食に強い鋳鉄管を用
いることが多かった。鋳鉄管は非常に施工性が悪く（重い、切れない
など）今ではあまり使用されない。排水管は、給水管のように高い
圧力がかかるわけではないので、今ではほとんど塩ビ管が使用され
る。防火区画の貫通や排水の音が問題になるような場合は、耐火
二層管（塩ビ管の上にモルタルで被覆されている）を使用する。塩ビ管
では結露の可能性があるので保温が必要だが、耐火二層管の場合、
保温は不要である。
　最近、住宅でもエコキュートや食洗器の高温排水がある。普通
の塩ビ管は60℃くらいまでしか対応できないので、耐熱塩ビ管
（HTVP、80℃まで対応）を使用しなければならない。どこまでHTVP

を使用すればよいか、根拠はないがメイン管までの間と言われる。
　老人ホームの厨房で、竣工後3年くらいして排水管から水漏れ
があり現場に行った。最近増えているスチームコンベクションオー
ブンからの高温排水が原因で、塩ビ管がプクーっと膨れ、そこから
漏水していた。
　屋外の埋設管はほとんど塩ビ管が使用されるが、塩ビ管には厚
肉のVPと薄肉のVUがある。埋設深さが浅く、重量物が載る場所
ではVPがよい。設計ではVPとしておき、現場での減額案でVUに
変えることがある。以前はコンクリート管（ヒューム管）も使用され
ていたが、敷地内ではあまり使用されなくなっている。

通気管

排水管の半分は、空気が流れている。空気が流れないと真空状態
になり、水は流れなくなってしまう。ストローに水を満たし、片方
を摘まんで逆さにしても水は流れず、指を離すと空気が入り、水は
重力で落ちる。この空気が入るところをつくってやるのが通気管で
ある。排水では空気が入ってこないとトラップの封水を引っ張って
しまい、封水を切る原因になる。無理な曲がりや勾配が取り切れな

表1　配管サイズ（管径以外の
数字は排水負荷単位の合計）

表2　排水負荷単位

器具名称 負荷単位
タンク式大便器 4

フラッシュバルブ式大便器 8

洗面器 1

シャワー 3

家庭用台所流し 4

管径
（mm）

横引管 竪管
勾配 勾配

1/100 1/50 ̶
50 21 10 

75 20 27 30 

100 180 216 240 

150 700 840 960 

図2　排水管。汚物は浮いて流れていく

水の流れ

空気の流れプカ プカプカ プカ

汚物

図1　P型、S型、椀型トラップ
P型トラップ

封水

S型トラップ

封水

椀型トラップ

封水
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い場合、通気管を付ければ結構流れる。目立たない存在であるが、
通気管は非常に大切なのである。
　通気管の主な種類としては、排水管の最上部をそのまま立ち上
げ外気に開放するのが伸長通気、排水竪管の最下部から立ち上げ
伸長通気に接続するのが通気竪管、各階の横引管の末端の下流か
ら分岐して排水竪管に接続する（1階分だけであればそのまま立ち上

げ外気に開放する）ループ通気がある［図3］。
　通気管を開放するところには雨や虫が入らないようにベント
キャップを取り付けるが、ベントキャップからは臭いが出るので、
開口部から60cm以上、上部もしくは水平距離で3m離すこととさ
れている。こんな位置は確保できない、困った、そんな時には「困っ
たときのドルゴ通気」というのがあり、天井内で開放が可能なもの
がある。ドルゴ通気とは商品名であり、一般名称は「排水通気弁」
と言い、いくつかの種類がある。通常はパッキンのような弁が閉
まっている状態で排水が流れ、排水管内が負圧になった時だけ弁
が開くようになっている。点検口は必須である。

雨水排水

今の都市は舗装面が多く、雨水が浸透しないため、急激に下水道や
河川に流れ込む雨水が都市洪水を起こす原因になっている。多くの
地域で雨水流出抑制として、雨水浸透、雨水貯留が指導されている。
　舗装面を減らし、雨水を地面に浸透させることにより、ヒートア
イランド抑制対策としても有効である。雨水は流せば環境負荷、
浸透させれば環境改善になる。
　意匠設計で関わりの多い、雨水竪樋のサイズは表のようになる
［表3］。住宅など屋根面積が小さい場合は50mmでよいが、落ち葉
などが詰まりやすいので、太目にしておいたほうがよい。100mmの
竪樋であれば425㎡までよいが、1カ所に雨を集めることは屋根勾
配上難しい。詰まりのことも考慮して、2本以上は設けるべきである。
　以前、工場の大きな屋根で、施主から絶対に雨が溢れないよう

言われた屋根屋さんが、300mmの竪樋で計画して来た。「これで
は猫でも通る」と評しておいた。表では200mmまでしか掲載され
ていないが、200mmの許容面積は2,700㎡である。太くするより
も、本数を増やしたほうが有効である。
　雨水量はとんでもなく大きい。たとえば、4人家族の1日排水量
が1㎥、10時間使用するとすれば時間平均0.1㎥ /h、最大排水量は
その2倍として0.2㎥ /h程度である。200㎡の敷地の雨水は降水量
100mm/hで、20㎥ /hと2桁違う。

排水桝

排水桝はそこから点検や配管の清掃をする、2系統以上の配管を
合流させるという目的で設置する。
　大きく分けて、汚水桝（インバート桝）と雨水桝（溜桝）がある。汚
水桝は汚物が流れやすいように底が半円形になっている［写真1］。以
前は既製のコンクリート枠を使用し、底は現場でモルタルを打ち、
モルタルを削り取り半円形の溝（インバート、現場ではインバルと呼
ぶ）をつくっていた。インバルを切る専門の職人がおり、インバルが
綺麗だとその現場はよい工事と言ったりしていた。最近は、既製品
の塩ビ製小口径桝を使用することが多い［写真2］。
　雨水桝は、底に15cm以上の水が溜まるようになっており、屋根
や敷地から入ってくるゴミや泥を溜め、溜まったゴミを掃除できる
ようになっている。雨水桝もほとんど小口径桝になっている。最近
では、下水道の桝も小口径桝になっている。
　汚水と雨水を合流させる時は、雨水管に匂いが出ないようにト
ラップ桝を介して接続する。

衛生器具設備

TOTOやLIXILのカタログを見ていると、日本はなんてすごい国だ
ろうと感心する。部品まで入れると多分、1万種類くらい掲載され
ているのではないだろうか。その組み合わせも考えると、気が遠く
なるほどである。他の機器も同じだろうが、その中のナントカネジ
を注文すると、現場に届くのである。
　衛生器具の進化は早い。私が一生懸命覚えようとしていた時期
の型番は、ほとんど通用しなくなっている。その中で、主なものを
挙げてみる。

大便器
なんと言っても節水型の節水量はすごい。私は大便器の1回当たり
の使用水量13Lと覚えているのだが、今は4Lというのが珍しくない。
　給水編で書いたが、トイレ水道使用量は事務所で60％、家庭で

管径（mm）許容屋根面積（㎡）
50 67 

65 136 

75 197 

100 425 

150 1,250

200 2,700

表3　雨水竪管サイズ図3　通気管の主な種類

伸長通気
（排水竪管を伸ばす）

ループ通気
（排水横引管最上流器具
下流側より）

排水横枝管

排水竪管

通気竪管
（排水竪管の
最下部より
分岐）

V

排水横主管
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30％を占めており、事務所で20％、家庭で10％使用水量が減るこ
とになる。配管や受水槽の算定には、空気調和衛生工学会の資料
により、まだ13Lをベースとした計算をしている。早くこの状態を
反映させる必要がある。ただ、配管の長さが長くなると流れなくな
る可能性があるので、注意が必要になる。
　自動洗浄便器の場合、停電時に使えないというようなことがある
が、発電機能付きリモコンが便利である。その他に、汚れにくい、掃
除がしやすい、水跳ねが少ない、音が静かなど、常に改善されている。
　擬音装置（音姫）も有効な節水手段である（男子トイレにも使用す
るようになっているのは抵抗があるが）。

洗浄便座
今や高速道路のトイレにも洗浄便座は装備されているのに驚いた
ことがある。その普及率は76％にのぼっている。これは、デジカメ
と同程度の普及率である。
　洗浄便座は、電気ヒーターで温水をつくっている。かなりの電気
を使用しており、省エネ効果は大きそうである。温水洗浄便座の使
用電気料金の比較は、（社）日本衛生設備機工業会および温水洗浄
便座工業会がつくっているホームページに掲載されている［図4］。
　貯湯式よりも瞬間式のほうが省エネであると給湯の回でも述べ
たが、この図でも同じ結果を示している。しかし、電気代は安くな

るのかと疑問を持たなくてはいけない。電気使用料だけを比較して
その割合で安くなるとしているが、電気の場合、基本料金というも
のが別にかかる。TOTOのカタログでは貯湯式250W、瞬間式
1,200Wとなっている。その差は約1KW、電灯電力の基本料金は
260円 /KWなので、場合によっては、貯湯式304円＜瞬間式131

円＋260円ということも充分起こり得る。1人暮らしの人が1日1

回しか使用しなければ瞬間式、1日何回も使用するなら貯湯式とい
うようなことも考慮して選ぶべきである。

1973年東海大学建築学科卒業。（有）
テーテンス事務所入社。取締役副所長
を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国　ふれあいの森林科学館・宿泊
棟」（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア
ム」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」（設
計…池原義郎）、「大館市立総合病院」（設
計…岡田新一）などの設備設計に従事

さじ・こうぞう

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

衛生器具の省エネについて
間違っているものは次のどれか。
 a. 洗浄便座の瞬間式は大きな電力を使用
するので、貯湯式に比べて必ず電気料金
が高くなる

 b. 大便器の擬音装置は節水に効果的である

 c. 低水量型大便器を採用する場合、 
横引管が長くならないように 
注意しなければならない

設問1 

用語の説明として
間違っているものは次のどれか。
 a. 通気管…排水管内が真空状態になり 
流れを阻害しないように空気を 
取り入れる配管

 b. 雨水桝…泥やゴミが流れやすいように 
桝の底が半円形になっている

 c. トラップ…排水管の途中に、常時、 
水が溜まっている部分をつくり、 
排水を流していない時に臭気が上 
がってくるのを防ぐ装置

写真1　コンクリート製インバート桝 写真2　小口径桝（出典…アロン化成カ
タログより）

図4　温水洗浄便座の使用電気料金の比較

温水洗浄便座 使用電気料金

（消費電力量135kWh/年）

年間約3,650円 月々約304円

温水洗浄便座 使用電気料金

（消費電力量58kWh/年）

年間約1,570円 月々約131円

貯湯式 瞬間式

世帯あたりの電気料金

年間約125,000円
世帯あたりの電気料金

年間約125,000円


