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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向に配設する排水管の内部洗浄方法であって、同排水管内に、この排水管に設けら
れた排水管内の残留物を排出するための清掃口方向に所定の流速の空気を流通させるとと
もに、排水管内に水を送り込んでこの水を基に排水管内に水塊を生成し、かつこの水塊に
よって排水管内の一部分を閉塞して前記排水管内を流通する空気の流通を遮断し、水塊前
後の排水管内における気圧を高、低に変化させながら水塊を気圧が低となる前記清掃口方
向に移動させ、この水塊によって排水管内の残留物を前記清掃口方向に流して除去する排
水管の内部洗浄方法。
【請求項２】
　前記清掃口から排水管内の空気を吸引し、排水管内に清掃口方向に流通する気流を発生
させる請求項１に記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項３】
　前記排水管に前記清掃口が複数配設されている場合、同排水管内の残留物を排出するた
めの排出用清掃口方向へ向けて、他の清掃口から所定の流速の空気を吹き込んで流通させ
る請求項１に記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項４】
　前記清掃口から排水管内に送水ホースを挿入し、この送水ホースから送水する水流によ
って排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させる請求項１に記載の排水管の
内部洗浄方法。



(2) JP 4936910 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記送水ホースを清掃口から排水管内の所望の位置まであらかじめ挿入し、その後、送
水ホースからその挿入方向とは逆向きに送水を行いながらこの送水ホースを清掃口方向に
引き寄せる請求項４に記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項６】
　前記排水管に前記清掃口が複数配設されている場合、同排水管内の残留物を排出するた
めの排出用清掃口方向へ向けて、他の清掃口から排水管内に挿入した送水ホースから送出
する水流によって排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させる請求項１に記
載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項７】
　前記他の清掃口から送水ホースを排水管内に挿入し、その後、送水ホースからその挿入
方向に送水しながらこの送水ホースを他の清掃口方向に押し進める請求項６に記載の排水
管の内部洗浄方法。
【請求項８】
　前記排出用清掃口から送水ホースを排水管内に挿入し、その後、送水ホースからその挿
入方向とは逆向きに送水しながらこの送水ホースを排出用清掃口方向に引き寄せる請求項
６に記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項９】
　前記送水ホースの先端に、水を放射状に噴射できる噴射ノズルを設けてなる請求項５、
７、８のいずれかに記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項１０】
　前記流通する空気によって排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させる請
求項１に記載の排水管の内部洗浄方法。
【請求項１１】
　横方向に配設する排水管の内部洗浄方法であって、同排水管内に、この排水管に設けて
ある排水管内の残留物を排出するための清掃口方向に所定の流速の空気を流通させるとと
もに、排水管内に水を送り込んでの水を基に排水管内に水塊を生成し、かつこの水塊によ
って排水管内の一部分を閉塞して前記排水管内を流通する空気の流通を遮断し、水塊前後
の排水管内における気圧を高、低に変化させながら水塊を気圧が低となる前記清掃口方向
に移動させるとともに、この水塊の移動により水塊後部に生じる乱水流によって排水管内
の残留物を巻き上げ、この残留物を、水塊とともに移動する乱水流内に取り込んで前記清
掃口方向に流して除去する排水管の内部洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横方向に配設される排水管の内部洗浄方法に関し、より詳しくは、シンクの
ディスポーザによって粉砕処理された卵殻や貝殻等の比重が重い残留物が堆積する排水管
に好適な内部洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シンクの排水を建屋の縦方向に配設される排水縦本管へ流す排水横管や　この排
水縦本管下端部に接続される排水横主管の内部を洗浄する際は、これらの排水管に１箇所
もしくは複数個所に設けてある排水管内の残留物を排出するための清掃口から高圧水を後
方噴射できるノズルを先端に設けたホースを排水管内に挿入し、ノズルから高圧水を放射
状に噴射させるとともに、このホースを進退させながら残留物を排出するための清掃口方
向に向けて移動させ、排水管の内壁に付着している付着物や排水管内に堆積する堆積物を
洗浄し、かつノズルから噴射する高圧水によってこの洗浄した汚れを、残留物を排出する
ための清掃口に向けて押し流し、この清掃口からバキューム吸引機等で吸引除去している
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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　しかしながら、シンクのディスポーザによって粉砕処理された卵殻や貝殻等のように比
重が重い堆積残留物は、堆積量が少ない場合は、ノズルから噴射する高圧水によって残留
物を排出するための清掃口の方向に押し流すことができるが、この卵殻や貝殻等の比重が
重い残留物が押し流されるにつれて次第に集まり、排水管内に山を作るまで集まってしま
うと、もはや高圧水の噴射では押し流すことができなくなるのである。
【０００４】
　このように、比重の重い卵殻や貝殻等の残留物が集まって山になると、ノズルから噴射
された高圧水による水の流れが清掃口まで到達しないため、排水管内に比重の重い卵殻や
貝殻等の残留物が集まる山ができたことが分かる。
　したがってこのような場合には、ノズルから高圧水を噴射しながらこのノズルが山の頂
上前後を進退するよう先端にノズルを設けたホースを操作し、卵殻や貝殻等の残留物が集
まってできた残留物の山の頂上部からこの残留物を少量ずつ清掃口に向けて押し流さなけ
ればならい。
【０００５】
　またノズルから噴射される高圧水は放射状に後方噴射されるので、この高圧水を山の頂
上部にピンポイントで噴射することが極めて困難で、堆積残留物が集まってできた残留物
の山を崩すには、ノズルが山の頂上前後を進退するよう何回もホースを操作しなければな
らない。
　したがって、排水管内の堆積残留物が多い場合は、熟練技術および非常に手間と時間が
掛かる作業を必要としていた。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２６７９００号公報（第１～１０頁、図１～１０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、排水管内に堆積する卵殻や貝殻等の比重の重い残留物が多い場合であっても
、短時間で確実に排水管内を洗浄することができる排水管の内部洗浄方法を提供できるよ
うにした。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために、本発明に係る排水管の内部洗浄方法は、横方向に配設
する排水管の内部洗浄方法であって、同排水管内に、この排水管に設けられた排水管内の
残留物を排出するための清掃口方向に所定の流速の空気を流通させるとともに、排水管内
に水を送り込んでこの水を基に排水管内に水塊を生成し、かつこの水塊によって排水管内
の一部分を閉塞して前記排水管内を流通する空気の流通を遮断し、水塊前後の排水管内に
おける気圧を高、低に変化させながら水塊を気圧が低となる前記清掃口方向に移動させ、
この水塊によって排水管内の残留物を前記清掃口方向に流して除去するものとしてある。
【０００９】
　また前記清掃口から排水管内の空気を吸引し、排水管内に清掃口方向に流通する気流を
発生させるものとしてある。
【００１０】
　さらに前記排水管に前記清掃口が複数配設されている場合、同排水管内の残留物を排出
するための排出用清掃口方向へ向けて、他の清掃口から所定の流速の空気を吹き込んで流
通させるものとしてある。
【００１１】
　また前記清掃口から排水管内に送水ホースを挿入し、この送水ホースから送水する水流
によって排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させるものとしてある。
【００１２】
　また　前記送水ホースを清掃口から排水管内の所望の位置まであらかじめ挿入し、その
後、送水ホースからその挿入方向とは逆向きに送水を行いながらこの送水ホースを清掃口
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方向に引き寄せるものとしてある。
【００１３】
　さらに前記排水管に前記清掃口が複数配設されている場合、同排水管内の残留物を排出
するための排出用清掃口方向へ向けて、他の清掃口から排水管内に挿入した送水ホースか
ら送出する水流によって排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させるものと
してある。
【００１４】
　また前記他の清掃口から送水ホースを排水管内に挿入し、その後、送水ホースからその
挿入方向に送水しながらこの送水ホースを他の清掃口方向に押し進めるものとしてある。
【００１５】
　また前記排出用清掃口から送水ホースを排水管内に挿入し、その後、送水ホースからそ
の挿入方向とは逆向きに送水しながらこの送水ホースを排出用清掃口方向に引き寄せるも
のとしてある。
【００１６】
　さらに前記送水ホースの先端に、水を放射状に噴射できる噴射ノズルを設けてなるもの
としてある。
【００１７】
　前記流通する空気によって排水管内の水を波立たせ、この波を前記水塊に成長させるも
のとしてある。
【００１８】
　また、横方向に配設する排水管の内部洗浄方法であって、同排水管内に、この排水管に
設けてある排水管内の残留物を排出するための清掃口方向に所定の流速の空気を流通させ
るとともに、排水管内に水を送り込んでの水を基に排水管内に水塊を生成し、かつこの水
塊によって排水管内の一部分を閉塞して前記排水管内を流通する空気の流通を遮断し、水
塊前後の排水管内における気圧を高、低に変化させながら水塊を気圧が低となる前記清掃
口方向に移動させるとともに、この水塊の移動により水塊後部に生じる乱水流によって排
水管内の残留物を巻き上げ、この残留物を、水塊とともに移動する乱水流内に取り込んで
前記清掃口方向に流して除去するものとしてある。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の排水管の内部洗浄方法によれば、排水管内に水塊を高速移動させることにより
、水塊後部の管内径一杯に生じる乱水流によって排水管内に堆積する残留物をこの排水管
内底から引き剥すようにしているので、従来のように、排水管内に堆積する残留物を、ノ
ズルから放射状に噴射する高圧水の管内底に向かう一部の高圧水によって引き離す方法と
比して、本発明の方法は、乱水流といった非常に大なる力で排水管内の残留物を引き剥す
ので、残留物が比重の重い卵殻や貝殻等であっても容易かつ確実に排水管内底から除去こ
とができる。
【００２０】
　また、水塊後部の管の内径一杯に生じる乱水流によって排水管内底から引き剥された残
留物は、この乱水流に取り込まれかつ水塊に引かれるように移動する乱水流によって排水
管に設けてある残留物を排出する清掃口方向に搬送される。
　したがって、従来のように、ノズルから放射状に噴射する高圧水の管下方に向かう一部
の高圧水により、一回に数十センチメートル程度押し流して搬送するものと比して、本発
明の方法では、排水管内を高速移動する水塊が縮小して乱水流が消滅するまで残留物の搬
送が継続でき、一回の搬送距離が数メートル程と非常に長くできる。
【００２１】
　したがって、残留物を清掃口に搬送する時間も短くなり、排水管内を短時間で洗浄する
ことができる。
　そして、排水管内の洗浄完了は、残留物が清掃口に搬送されなくなった時点を目視検知
することで事が足り、また、計器等による場合には、排水管内に挿入した圧力計の振動間



(5) JP 4936910 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

隔が長くなったことで洗浄の完了を知ることができる。
　すなわち従来は、作業者の感覚を頼りに洗浄の完了を決めていたが、本発明方法では排
水管内の残留物が除去された時点で洗浄の完了を知ることができ、残留物が除去されてい
るにも関わらず洗浄作業を続ける無駄や、残留物の取り残しもなく、効率の高い洗浄作業
を行うことができる。
【００２２】
　また、従来では、ノズルから噴射する高圧水によって清掃口の方向に押し流している比
重の重い卵殻や貝殻等の残留物が集まって排水管内に山ができてしまうと洗浄作業の作業
効率が大幅に低下するが、本発明の方法は従来とは反対に、排水管内に山を生成すること
により、排水管内に送水された水がこの山によって上方に波打つようになってこの波が排
水管内を流れる気流によって水塊に成長するので、排水管内に堆積物の山ができるほどに
水塊による洗浄が効率よく行われる。
【００２３】
　そして、本洗浄方法に使用する機器においても、従来用いているノズルから噴高圧水を
噴射できる高圧洗浄機を使用でき、また排水管内の気流の発生と残留物の排水管内からの
除去はバキューム吸引機を使用でき、そして、これらの機器は小規模用の小型軽量機器を
用いることができるので、作業性もよく、また運搬の際も容易に持ち運びができ、さらに
機器の保管に際しても保管場所を広く取らなくてもよく、さらには残留物の清掃口への搬
送時間を短くできるので、洗浄に用いる水の量も従来よりも少なくて済み、排水管の内部
洗浄に掛かるコストを大幅に低減できる。
　また、本発明方法によれば排水管の内部洗浄に洗浄用の薬剤等を添加することなく水道
水で行えるので、排水を洗剤等の化学薬品で汚染することもなく、環境保護に資すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の排水管の内部洗浄方法を添付図面に基づいて説明する。
　添付図面において、図１は、本発明の排水管の内部洗浄方法を、シンクの排水を建屋の
縦方向に配設される排水縦本管１へ流す排水横管２の内部洗浄に用いた場合の実施例であ
り、また、図２～図４は、排水縦本管１の下端部に接続される排水横主管１２の内部洗浄
に用いた場合の実施例である。
【００２５】
　図１に示すように、マンション等の建屋の各階を貫通して配設される排水縦本管１に接
続する排水横管２の内部を洗浄する場合は、この排水横管２の排水上流側となるシンクの
ディスポーザ（図示は省略）近傍に１箇所設けてある清掃口３の蓋（図示は省略）を開け
、この清掃口３から排水横管２内に、気流発生と残留物吸引除去用のバキューム吸引機（
図示は省略）の吸引ホース４を挿入するとともに、管内洗浄と水塊生成用の高圧洗浄機（
図示は省略）の送水ホース５を挿入し、かつ送水ホース５先端を排水縦本管１の接続部近
傍の位置まで挿入する。
【００２６】
　このように、排水横管２内に吸引ホース４、送水ホース５をセットしたら、バキューム
吸引機を起動して排水横管２内に矢印方向の気流４ａを発生させるとともに、高圧洗浄機
を起動して送水ホース５先端に有する噴射ノズル６から洗浄水７を放射状に後方噴射させ
るとともに、送水ホース５を進退移動させながら送水ホース５先端に有する噴射ノズル６
を適宜に送水ホース５の挿入口である清掃口３方向に引き寄せ、排水横管２内に矢印方向
の水流７ａを発生させる。
【００２７】
　また送水ホース５の進退移動が繰り返されることでまた噴射ノズル６も進退移動し、こ
の噴射ノズル６から噴射される洗浄水７によって排水横管２内壁に付着する汚れが適宜に
洗浄され、かつ排水横管２に堆積する卵殻や貝殻等の堆積物も清掃口３方向に運搬されて
行く。なお、排水横管２内部における洗浄水７の詳しい動きは、図５に基づいて後述する
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。
　そして、本発明の方法で洗浄されて清掃口３に運搬されてきた排水横管２内の残留物は
、バキューム吸引機の吸引ホース４により洗浄用の水や空気とともに吸引除去される。
【００２８】
　また、図２～図４に示すように、排水縦本管１の下端部に接続される排水横主管１２の
内部を洗浄する場合は、排水横主管１２に複数配設してある清掃口の２箇所、図では清掃
口３、３ａの蓋（図示は省略）を開けて、気流の発生形態に応じ適宜に送風機（図示は省
略）、バキューム吸引機（図示は省略）を用い、これら送風機（図示は省略）の送風ホー
ス１３、バキューム吸引機（図示は省略）の吸引ホース４、また高圧洗浄機（図示は省略
）の送水ホース５を清掃口３、３ａから排水横主管１２内に挿入して洗浄を行う。
【００２９】
　図２に示す実施例は、排水横主管１２に複数配設してある例えば清掃口３から残留物吸
引除去や気流吸引用のバキューム吸引機（図示は省略）の吸引ホース４を排水横主管１２
に挿入し、また清掃口３ａから気流発生用の送風機（図示は省略）の送風ホース１３を挿
入し、さらに清掃口３ａから管内洗浄と水塊生成用の高圧洗浄機（図示は省略）の送水ホ
ース５を挿入し、かつ送水ホース５先端を清掃口３ａ下近傍に位置させる。
【００３０】
　このように、排水横主管１２内に吸引ホース４、送風ホース１３、送水ホース５をセッ
トしたら、送風機、バキューム吸引機を起動して排水横主管１２内に矢印方向の気流４ａ
を発生させるとともに、高圧洗浄機を起動して送水ホース５先端に有する噴射ノズル６か
ら洗浄水７を放射状に前方噴射させるとともに、送水ホース５を進退移動させながら送水
ホース５先端に有する噴射ノズル６を適宜に吸引ホース４の挿入口である清掃口３方向に
移動させ、排水横主管１２内に矢印方向の水流７ａを発生させる。
【００３１】
　また送水ホース５の進退移動が繰り返されることでまた噴射ノズル６も進退移動し、こ
の噴射ノズル６から噴射される洗浄水７によって排水横主管１２内壁に付着する汚れが適
宜に洗浄され、かつ排水横主管１２に堆積する卵殻や貝殻等の堆積物も清掃口３方向に運
搬されて行く。また、排水横主管１２内部における洗浄水７の詳しい動きについても図５
に基づいて後述する。
　そして、本発明の方法で洗浄されて清掃口３に運搬されてきた排水横主管１２内の残留
物は、バキューム吸引機の吸引ホース４で洗浄用の水や空気とともに吸引除去される。
【００３２】
　図３に示す実施例は、排水横主管１２に複数配設してある例えば清掃口３から残留物の
吸引除去や気流吸引用のバキューム吸引機（図示は省略）の吸引ホース４を排水横主管１
２に挿入し、またこの清掃口３から管内洗浄と水塊生成用の高圧洗浄機（図示は省略）の
送水ホース５を挿入し、かつ送水ホース５先端を清掃口３ａ下近傍に位置させ、さらに清
掃口３ａから気流発生用の送風機（図示は省略）の送風ホース１３を挿入する。また、こ
の実施形態の場合、排水横主管１２内に通過させる気流は、送風ホース１３から排水横主
管１２内に送風される空気を主にしている。
【００３３】
　このように、排水横主管１２内に吸引ホース４、送風ホース１３、送水ホース５をセッ
トしたら、送風機、バキューム吸引機を起動して排水横主管１２内に矢印方向の気流４ａ
を発生させるとともに、高圧洗浄機を起動して送水ホース５先端に有する噴射ノズル６か
ら洗浄水７を放射状に後方噴射させるとともに、送水ホース５を進退移動させながら送水
ホース５先端に有する噴射ノズル６を適宜に送水ホース５の挿入口である清掃口３方向に
引き寄せ、排水横主管１２内に矢印方向の水流７ａを発生させる。
【００３４】
　また送水ホース５の進退移動が繰り返されることでまた噴射ノズル６も進退移動し、こ
の噴射ノズル６から噴射される洗浄水７によって排水横主管１２内壁に付着する汚れが適
宜に洗浄され、かつ排水横主管１２に堆積する卵殻や貝殻等の堆積物も清掃口３方向に運
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搬されて行く。また、排水横主管１２内部における洗浄水７の詳しい動きは、図５に基づ
いて後述するが、この実施形態の場合、排水横主管１２内に生成する水塊９は、送風ホー
ス１３から排水横主管１２内に送風される空気の気圧によって後押しされて進む。
　そして、本発明の方法で洗浄されて清掃口３に運搬されてきた排水横主管１２内の残留
物は、バキューム吸引機の吸引ホース４で洗浄用の水や空気とともに吸引除去される。
【００３５】
　図４に示す実施例は、排水横主管１２に複数配設してある例えば清掃口３から残留物吸
引除去や気流発生用のバキューム吸引機（図示は省略）の吸引ホース４を排水横主管１２
に挿入し、また清掃口３ａから管内洗浄と水塊生成用の高圧洗浄機（図示は省略）の送水
ホース５を挿入し、かつ送水ホース５先端を清掃口３ａ下近傍に位置させる。
【００３６】
　このように、排水横主管１２内に吸引ホース４、送水ホース５をセットしたら、バキュ
ーム吸引機を起動して排水横主管１２内に矢印方向の気流４ａを発生させるとともに、高
圧洗浄機を起動して送水ホース５先端に有する噴射ノズル６から洗浄水７を放射状に前方
噴射させるとともに、送水ホース５を進退移動させながら送水ホース５先端に有する噴射
ノズル６を適宜に吸引ホース４の挿入口である清掃口３方向に移動させ、排水横主管１２
内に矢印方向の水流７ａを発生させる。
【００３７】
　また送水ホース５の進退移動が繰り返されることでまた噴射ノズル６も進退移動し、こ
の噴射ノズル６から噴射される洗浄水７によって排水横主管１２内壁に付着する汚れが適
宜に洗浄され、かつ排水横主管１２に堆積する卵殻や貝殻等の堆積物も清掃口３方向に運
搬されて行く。また、排水横主管１２内部における洗浄水７の詳しい動きは、図５に基づ
いて後述する。
　そして、本発明の方法で洗浄されて清掃口３に運搬されてきた排水横主管１２内の残留
物は、バキューム吸引機の吸引ホース４で洗浄用の水や空気とともに吸引除去される。
【００３８】
　そして、上述する排水横管２、排水横主管１２内に流す気流４ａは、管口径の大小に関
係なく５ｍ／ｓから１５ｍ／ｓ程度を必要とするが、好適な流速は１５ｍ／ｓ程度である
。勿論、排水管が破損するおそれがないのであれば１５ｍ／ｓ以上の気流を流す場合もあ
る。
【００３９】
　また排水横管２、排水横主管１２に流す気流４ａの圧力すなわち気圧は、絶対値で０．
５ｋＰａから２０ｋＰａを必要とする。勿論、排水管が破損するおそれがないのであれば
２０ｋＰａ以上の気圧とする場合もある。
【００４０】
　そして、排水横管２、排水横主管１２における洗浄に必要とする水流７ａの水量は、管
内断面積の１５分の１から２分の１程度であればよいが、適量は１０分の１程度がよい。
【００４１】
　次に、排水横管２、排水横主管１２内における洗浄水７の詳しい動きを図５により説明
する。なお同図５では、排水管内の洗浄水７の動きを明確にするため、排水管内に挿入し
ている送水ホース５の図示は省略している。図５では、図１に示す排水横管２を用いて説
明する。
【００４２】
　洗浄水７が送水ホース５先端に有する噴射ノズル６から噴射されて、清掃口３（図１参
照）方向の水流７ａが発生すると、この水流７ａにより洗浄水７の水面７ｂが波立ち、こ
の水面７ｂの波立ちはやがて図５（ａ）のように波８に成長し、この波８が水流７ａとと
もに清掃口３（図１参照）方向に移動して行く。
【００４３】
　この波８は、水流７ａによって移動して行く際に図５（ｂ）のようにさらに大なる波８
に成長し、水流７ａとともに、また排水横管２内を流れる気流４ａに後押しされて清掃口
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３（図１参照）方向に移動して行く。
【００４４】
　そして波８は、水流７ａ、気流４ａによって清掃口３（図１参照）方向に移動して行く
とともに、さらに大なる波８に成長し、やがて図５（ｃ）のように水塊９に成長する。
【００４５】
　このように波８が水塊９に成長すると、排水横管２内がこの水塊９により閉塞されて気
流４ａの流れが遮断され、水塊９を境に、この水塊９が進行する前方すなわち清掃口３（
図１参照）方向の気圧が、バキューム吸引機（図示は省略）による排水横管２内における
空気の吸引により低（低気圧）となって、水塊９が、低の気圧となった清掃口３（図１参
照）方向に吸い寄せられるように移動する。
【００４６】
　そして、水塊９は吸引される空気の流速に近づくべく加速する。この水塊９が排水横管
２内を移動する速度は、後述する各条件で行った実験において、排水横管２内の気流速度
を１０ｍ／ｓに設定して行った場合に、水塊９は５ｍ／ｓに加速して排水横管２内を移動
し、また水塊９が消滅するまでの移動距離は１５ｍ程度になり、したがって排水横管２内
の残留物１１も、この水塊９が消滅するまで運搬されることになる。
【００４７】
　実験は、内径７０ｍｍの配管を平面コ字状に配設し、配管内に１０ｍ／ｓの空気を流し
て行った。この場合、配管内の気流圧は、無負荷（水塊９無し）の時は３ｋＰａとなり、
また有負荷（水塊９有り）の時は１９ｋＰａ（絶対値）となった。
【００４８】
　また、この加速した水塊９の後部には、図５（ｄ）のように、乱水流１０が発生し、こ
の乱水流１０は、ハイスピードカメラで撮影した映像を解析すると、水塊９後部の排水横
管２内周壁側に位置する水７が順次水塊９の後部中心に向かって流れ込むように移動し、
あたかも水塊９後部の水７が排水横管２内壁の鉛直方向に回転しながら水塊９を追うよう
に移動した。
【００４９】
　したがって、図５（ｅ）のように、水塊９の後部に発生した乱水流１０が、排水横管２
内に堆積する卵殻や貝殻等の比重の重い残留物１１を巻き上げるとともに、この巻き上げ
た残留物１１を乱水流１０内に取り込んで、バキューム吸引機（図示は省略）による排水
横管２内における空気の吸引により推進力を得ている水塊９とともに、清掃口３（図１参
照）方向に流れて行く。
【００５０】
　そして、上述した図５（ａ）から（ｅ）に示す洗浄水７の動きが、排水横管２内で繰り
返され、排水横管２内壁に付着する汚れや排水横管２内に堆積する卵殻や貝殻等の比重の
重い残留物１１が清掃口３方向に運搬されて行く。
【００５１】
　また、図５における水塊９の生成は、排水横管２内の水流７ａによって生成しているが
、排水横管２内を通過する気流４ａによって水塊９を生成する場合もある。この気流４ａ
によって水塊９を生成する場合は、排水横管２内における洗浄水７の水量をある程度多く
した方が、洗浄水７における水面７ａの波立ちが水塊９に成長し易くなる。
【００５２】
　そして、前述する図３に示す実施形態の場合は、送風ホース１３から排水横主管１２内
に送風される空気によって排水横主管１２内に気流４ａが生じるので、排水横管２内に生
じた水塊９によりこの排水横管２内が閉塞されて気流４ａの流れが遮断されると、この水
塊９を境に、水塊９が進行する前方すなわち清掃口３（図１参照）方向の排水横管２内の
気圧よりも、送風機（図示は省略）の送風ホース１３を挿入している清掃口３ａ側の排水
横管２内の気圧が高となるので、水塊９は、送風機から送風される空気（高の気圧）によ
り清掃口３（図１参照）方向に後押しされて移動する。
【図面の簡単な説明】
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【００５３】
【図１】本発明方法による排水横管における洗浄作業実施形態の一例を示す図。
【図２】本発明方法による排水横主管における洗浄作業実施形態の一例を示す図。
【図３】排水横主管における洗浄作業実施形態の他の一例を示す図。
【図４】排水横主管における洗浄作業実施形態の他のさらに一例を示す図。
【図５】排水管内における洗浄水の動きを示す図。
【符号の説明】
【００５４】
　１　排水縦本管
　２　排水横管
　３　清掃口
　３ａ　清掃口
　４　吸引ホース
　４ａ　気流
　５　送水ホース
　６　噴射ノズル
　７　洗浄水
　７ａ　水流
　７ｂ　水面
　８　波
　９　水塊
１０　乱水流
１１　残留物
１２　排水横主管
１３　送風ホース
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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