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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面部と、前記底面部の両側端から上方に立設した２枚の側面部と、を備えた断面コの
字形状を呈する、布団篭の本体パネルであって、
　前記側面部は、複数の縦線材と、前記縦線材と略直交する複数の横線材と、からなり、
　前記底面部は、前記２枚の側面部同士が対向する方向である幅方向に延在する複数の連
結線材のみからなり、
　複数の前記連結線材の両端が複数の前記縦線材と一体に連続していることを特徴とする
、
　布団篭の本体パネル。
【請求項２】
　底面部と、前記底面部の両側端から上方に立設した２枚の側面部と、を備えた断面コの
字形状を呈する、布団篭の本体パネルであって、
　前記側面部は、複数の縦線材と、前記縦線材と略直交する複数の横線材と、からなり、
　前記底面部は、前記２枚の側面部同士が対向する方向である幅方向に延在する複数の連
結線材と、前記連結線材と略直交する補強線材と、からなり、
　複数の前記連結線材の両端が複数の前記縦線材と連続しており、
　前記複数の補強線材が前記底面部の幅方向両端部付近に複数本ずつ位置し、その他の部
分に位置しないことで、前記底面部の幅方向中央部を幅方向両端部付近に比べて目開きし
やすく構成したことを特徴とする、
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　布団篭の本体パネル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の本体パネルを有する布団篭であって、
　長手方向に沿って連接配置した複数の前記本体パネルと
　最端部の前記本体パネルの側面部間を塞ぐ複数の端部パネルと、
　隣接する２つの前記本体パネルおよび前記本体パネルと前記端部パネルを連結する複数
の連結材と、
　複数の前記本体パネルの対向する側面部間を拘束する複数の補強材と、を備えることを
特徴とする、
　布団篭。
【請求項４】
　請求項３に記載の布団篭を用いてなる土木構造物であって、
　段積み配置した前記布団篭と、
　前記布団篭の内部に充填されている中詰材と、を備えることを特徴とする、
　土木構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、布団篭の本体パネルと、本体パネルを用いてなる布団篭と、布団篭を用いて
なる土木構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　布団篭にかかる従来技術として、底面と対向する２枚の側壁からなる断面倒コの字形状
の本体パネルと本体パネルの両端部を塞ぐ端部パネルを備えた布団篭が知られている。
　この布団篭を用いて擁壁や護岸などの土木構造物を構築するには、擁壁などの連続方向
に沿って本体パネルを連接配置し、最端部を端部パネルで塞ぎ、内部に玉石などの中詰材
を投入する。この作業を下段から上段へ繰り返すことで、段積み構造の土木構造物が完成
する。
　特許文献１～３には、本体パネルの各面材を格子状の溶接金網で構成した布団篭が開示
されている。溶接金網は菱形金網に比べて面的強度が高いため、機械施工による中詰め作
業が可能であり、また、剛性に優れた堅牢な構造を実現できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４８１３８号公報
【特許文献２】特開２００３－１３８５４２号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１１６２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の布団篭を用いた土木構造物は、供用後一定の時間が経過すると、粒径の小さ
い中詰材が網目から流出したり中詰材同士が移動して噛み合うことによって、布団篭内の
中詰材全体が沈下する。
　ここで、溶接金網の布団篭は剛性に優れる反面柔軟性に乏しく、下段の布団篭の中詰材
が沈下しても上段の布団篭の底面がこれに追従して変形できないため、下段の中詰材の上
部に空隙Ｇが生じる（図５）。このように、上段の中詰材と下段の中詰材が底面に縁切り
されることで、土木構造物が一体性の弱い不安定な構造となる。
【０００５】
　以上の問題点に鑑みて、本発明は剛性と柔軟性を兼ね備えた布団篭の本体パネルおよび
布団篭、並びに強固な一体性を備えた土木構造物を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の布団篭の本体パネルは、側面部が複数の縦線材と、これと略直交する複数の横
線材からなり、底面部が、幅方向に延在する複数の連結線材からなり、連結線材の両端が
縦線材と連続していることを特徴とする。
　この構造によれば、底面部の線材の本数を減らすことで、中詰材への追従性の向上、材
料コストの削減、および軽量化を図ることができる。
【０００７】
　本発明の布団篭の本体パネルは、側面部が複数の縦線材と、これと略直交する複数の横
線材からなり、底面部が、幅方向に延在する複数の連結線材と、これと略直交する複数の
補強線材とからなり、縦線材が連結線材の両端と連続し、補強線材が底面部の幅方向両端
部付近のみに位置することを特徴とする。
　この構造によれば、補強線材による格子構造で底面部の側端部を補強しつつ、中央部で
中詰材への追従性を発揮することができる。
【０００８】
　本発明の布団篭は、連接配置した複数の本体パネルと、最端部を塞ぐ複数の端部パネル
と、複数の連結材と、複数の補強材と、を備えることを特徴とする。
　この構造によれば、側面部における剛性と底面部における追従性を兼備した布団篭を提
供することができる。
【０００９】
　本発明の土木構造物は、段積み配置した布団篭と中詰材を備える。
　この構造によれば、剛性に優れた側面部と追従性に優れた底面部の組合せによって、所
望の構造強度を備えつつ、中詰材の強い一体性を備えた堅牢な土木構造物を提供できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、以上の構成を備えるため、次の効果のうち少なくとも一つを備える。
＜１＞底面部が格子構造でなく線材の並列構造からなるため、目開きが容易で中詰材の形
状に追従可能な柔軟性を備える。このため、下段の布団篭内の中詰材が沈下しても、上段
の連結線材が目開きして上段の中詰材と下段の中詰材が噛み合うことで、空隙の発生を防
止し、上下の中詰材が強固に一体化した堅牢な土木構造物を構築することができる。
＜２＞底面部の線材の本数を減らすことで、製造コストを削減することができる。
＜３＞底面部の線材の本数を減らすことで、本体パネルを軽量化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の本体パネルの説明図。
【図２】本発明の布団篭の説明図。
【図３】底面部の機能の説明図。
【図４】実施例２の説明図。
【図５】従来技術の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明について詳細に説明する。
　なお、本明細書等における各方向は、本発明の布団篭を底面を下に地盤に設置した状態
における各方向を表す。
【実施例１】
【００１３】
[本体パネル]
＜１＞全体の構成（図１）。
　本発明の布団篭１の本体パネル１０は、断面倒コの字形状を呈する、布団篭１の主構造
部材である。
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　本体パネル１０は、格子状の溶接金網からなる２枚の側面部１１の底端部を、複数の線
材からなる底面部１２で連結した一体構造である。
　側面部１１および底面部１２を構成する各線材の素材には、亜鉛メッキ鉄線、亜鉛アル
ミ合金メッキ鉄線等を採用する。
【００１４】
＜２＞側面部。
　側面部１１は、複数の縦線材１１ａと、縦線材１１ａと略直交する複数の横線材１１ｂ
を溶接してなる溶接金網である。　
【００１５】
＜３＞底面部。
　底面部１２は、幅方向に延在する複数の連結線材１２ａを並列してなる。
　連結線材１２ａの両端は、対向する２つの側面部１１の縦線材１１ａとそれぞれ連続す
る。
【００１６】
＜４＞本体パネルの機能。
　布団篭の構造において、側面部は、土圧や中詰材による内圧に抵抗するため、比較的強
い剛性を必要とする一方、底面部は地盤や下段の布団篭の中詰材に支持されているため、
側面部ほどの剛性を必要としない。
　そこで本発明の本体パネル１０は、側面部１１を剛性の高い溶接金網とする一方、底面
部１２を溶接金網ではなく連結線材１２ａの並列構造とすることで、後述する土木構造物
Ａの一体化機能、線材の本数の削減によるコスト低減機能、および軽量化機能などの複数
の機能を発揮することができる。
【００１７】
[布団篭]
　引き続き、本発明の布団篭について説明する。
＜１＞全体の構成（図２）。
　本発明の布団篭１は、長手方向に沿って連接配置した複数の本体パネル１０と、最端部
の本体パネル１０の側面部１１間を塞ぐ複数の端部パネル２０と、複数の連結材３０と、
複数の補強材４０と、を少なくとも備える。
　本体パネル１０を長さ方向に連結することによって、布団篭１の長さを延長することが
できる。なお、図２では連続する布団篭１の一端のみを表している。
【００１８】
＜２＞端部パネル。
　端部パネル２０は、布団篭１の両端部を塞ぐ面材である。
　本例では、端部パネル２０として、矩形の溶接金網を採用する。なお、これに限られず
、側面部の下端に水平部を備えた、断面Ｌ字形状の溶接金網を採用してもよい。
　端部パネル２０の網目ピッチは、本体パネル１０の側面部１１のピッチに対応させるの
が望ましい。
【００１９】
＜３＞連結材。
　連結材３０は、隣接する本体パネル１０同士および本体パネル１０と端部パネル２０を
連結する部材である。
　本例では、連結材３０として金網の線材に巻き付けるコイル材を採用する。これを本体
パネル１０および端部パネル２０の端部の縦線材に巻き付けることで、両者を接続する。
　なお、連結材３０はこれに限られず、番線やクリップなど公知の連結手段を採用するこ
とができる。
　また、本体パネル１０の側面部１１または底面部１２と端部パネル２０の間に、後述す
る補強材４０のような構造の線材を掛け渡して連結してもよい。
【００２０】
＜４＞補強材。
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　補強材４０は、本体パネル１０の対向する側面部１１間に掛け渡して両者を拘束する部
材である。
　本例では、補強材４０として、両端に本体パネル１０の線材に掛止する鉤状部を備えた
亜鉛めっき鉄線または亜鉛アルミ合金めっきの鉄線を採用する。
　なお、補強材４０はこれに限られず、ベルトやワイヤロープなど、要は本体パネルの側
面部１１間を拘束して補強可能な構成であればよい。
【００２１】
[土木構造物]
　引き続き、本発明の土木構造物について説明する。
　なお、本例では土留め擁壁に適用した例について説明するが、これに限られず、海岸や
河川の護岸にも適用できる。
＜１＞全体の構成。
　本発明の土木構造物Ａは、布団篭１の内部に中詰材Ｍを充填し、これを斜面前面に段積
み配置してなる。上段の布団篭１は下段の布団篭１に対して斜面側にずらした状態で階段
状に配置する。
　この他、布団篭１の背面と斜面の間に裏込材を充填したり吸出し防止材を敷設してもよ
い。
【００２２】
＜２＞中詰材。
　本例では中詰材Ｍとして玉石を採用する。ただし、これに限られず、側面部１１および
底面部１２の各ピッチに適合すれば、砕石、再生砕石、割栗石などを採用してもよい。
【００２３】
＜３＞中詰材の一体化（図３）。
　本発明の土木構造物Ａは、本体パネル１０の底面部１２が溶接金網による格子構造でな
く連結線材１２ａの並列構造からなるため、目開きが容易で中詰材Ｍの形状に追従可能な
柔軟性を備える。
　従って、下段の布団篭１内の中詰材Ｍが沈下すると、上段の底面部１２の連結線材１２
ａが、中詰材Ｍの荷重によって最底部の中詰材Ｍに押し出されて目開きする。これによっ
て、上段の中詰材Ｍの下部が下段の布団篭１内に突出し、上段の中詰材Ｍと下段の中詰材
Ｍが噛み合うことで上下段の中詰材Ｍ間の空隙Ｇが解消される。
　以上のように、底面部１２の優れた追従性によって、上下の中詰材Ｍが強固に一体化し
た堅牢な土木構造物Ａを構築することができる。
【実施例２】
【００２４】
[底面部の両端に補強線材を有する例（図４）]
　実施例１の本体パネル１０は底面部１２が平行配列した連結線材１２ａのみからなるが
、本実施例では底面部１２の両側端部付近に、連結線材１２ａと直交する補強線材１２ｂ
を備える。
　ここで両側端部付近とは、底面部１２の幅方向の両端からそれぞれ１／３程度の範囲を
いい、中央部には補強線材１２ｂを有さない。
　本例では、補強線材１２ｂによる格子構造で底面部１２の側端部を補強しつつ、中央部
で中詰材Ｍへの追従性を発揮することができる。
【符号の説明】
【００２５】
１　　　布団篭
１０　　本体パネル
１１　　側面部
１１ａ　縦線材
１１ｂ　横線材
１２　　底面部
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１２ａ　連結線材
１２ｂ　補強線材
２０　　端部パネル
３０　　連結材
４０　　補強材
Ａ　　　構造物
Ｇ　　　空隙
Ｍ　　　中詰材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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