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は じ め に 

  
 給排水設備委員会では「排水通気性能小委員会」（主査;鎌田元康（1993 年～1996 年））、引き続き「集

合住宅排水システム小委員会」（主査；坂上恭助（1997 年～1999 年））を発足させ、排水システムの排

水能力試験法の策定と SHASE-S206 規準改定に向けての技術的なサポートを行ってきた。その結果、

排水能力試験法は、1999 年に SHASE-S218「集合集宅の排水システムの排水能力試験法」として策定

された。その後、同試験法の拡充と排水能力試験結果の設計法への展開を目的に「排水システム設計法

小委員会」（主査；大塚雅之（2000 年～2003 年））を設置し検討を行ってきた。そこでは、学会の負荷

算法となる SHASE-S206 定常流量法の原理の解明とその定式化、ソフト化を目指した検討を行った。

同時に、排水能力試験法を適用した場合の排水立て管高さやさまざまなバリエーション配管による排水

能力への影響も検討した。さらには、実排水負荷となる器具排水負荷と試験負荷となる定流量負荷との

相関関係について等価定流量値を指標に検討し、両者の影響度の違いを定量的に把握した。また、

SHASE-S218 についても 2006 年度の改定を目標に策定から 7 年を経過し、排水負荷方法の見直しや洗

剤試験法の内容の拡充などの作業が継続して実施している。そのようなプロセスを経ながら、本「排水

システムの性能小委員会」（主査；大塚雅之（2004 年～2006 年））を発足させ、以下の第 2～4 編の内

容を主な検討テーマとし、SHASE-S206、SHASE-S218 に続く、新たな排水設備関連規格の策定とそ

の結果の設計への反映を目的に研究を実施してきた。 
 
第 2 編 器具排水特性試験法の検討 
器具排水負荷単位法に器具排水負荷単位があるように、SHASE-S206 定常流量法による排水負荷の算

定では、衛生器具の原単位となる器具排水特性値が規定されている。特に同規準に示される特性値デー

タは 1999 年以前の市販衛生器具の値であり、最近では、当時とは特性の異なる節水型衛生器具も多く

市販されてきている。また、長寿命化を目的とした SI 住宅のように従来住宅に比べ衛生器具に長い器

具排水管や排水横枝管が設置される場合もあり、排水配管長さを考慮した器具排水特性値の表示法や、

その結果を負荷算法へ適用する仕方を議論する時期を迎えている。そのため、各種衛生器具の器具排水

特性値を正確に測定し、結果を提示する器具排水特性試験法を SHASE 規格として策定することが必要

とされている。本委員会では、先の「排水システム設計法小委員会」において検討した同試験法の素案

をさらにバージョンアップさせ、SHASE 化に向けての原案と課題点を提示するとともに、測定結果の

設計法への適用方法についても概説した。 
 

第 3 編 連立便器排水システム設計法の検討 
主に「集合住宅排水システム小委員会」および「排水システム設計法小委員会」の成果より、集合住

宅を中心に普及している特殊継手排水システムの排水能力が従来継手排水システムに比べ、非常に高い

ことが超高層タワーを用いた実験結果より確認できた。本報では、その施工上のメリットも生かし適用

範囲をオフィスビルなどの一般建物にも拡張させるために、特に、同建物で用いられる連立便器の設置

された排水横枝管とそれへの通気配管の設計方法を実際の配管モデルを用いて実験的に検討した。 
本報では、一つの排水横枝管に複数の器具排水管が接続される場合、その器具排水管への器具並びを

連立器具といい、それが大便器にあっては連立便器と呼ぶこととした。 
 

第 4 編 トラップ性能試験法の検討 
前委員会となる「排水システム設計法小委員会」までは、管内圧力変動を指標とした排水システムの

排水試験法に関する検討が主で、排水能力判定の基本となるトラップの性能試験法の策定までには至ら

なかった。最近では、高齢者対応の浴室に設置される専用の床排水トラップをはじめ、さまざまな種類

のトラップが市販されておりその性能の優劣もさまざまである。それらのトラップの性能試験法の立案

と SHASE 化を視野に入れ、市販トラップの現状を調査し、それらを既設の精密型試験法で試験すると

ともに、新たに考案した簡易試験装置でも試験を行いその実用性を検討した。特に、各種トラップの封

水損失特性、トラップ水位測定法、トラップ固有振動数の測定、試算法を検討するとともに、試験用圧

力波形の作成方法などについて解析、検討を行った。以上より、今後、SHASE 化を行うための性能試
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験の考え方を示し、試験装置の仕様、トラップ水位変動測定法、耐圧力性能評価法などについても基礎

的データの蓄積を行った。 
 

排水システム性能小委員会 
                                主査 大塚雅之 
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1. 本書の内容は、給排水衛生設備委員会排水システム性能小委員会の活動内容をまとめたもので

あり、当学会の統一した見解を示すものではありません。 

2. 本書の記載事項は、作成時点で可能な限り精査しております。ただし、その正確性、最新性、継続

性などを本会が保証するものではありません。 

また、本書の記載事項に起因して損害が生じた場合、当学会は責任を負いません。 
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