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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　津波の被害が想定される対象地域における津波による人的被害を最小化するための地域
津波防災構造であって、前記対象地域内に、想定される津波の高さ以上の高さを有し、前
記想定される津波の波力に抵抗可能な耐力を有する耐津波塀で囲まれた耐津波避難空間を
複数分散配置してなり、複数分散配置された前記耐津波避難空間のそれぞれに、前記耐津
波塀の１または複数個所に開口部が形成され、前記開口部には該開口部を水密に閉塞する
開口部閉塞手段が設けられており、さらに、前記耐津波塀の内外に、津波が迫ってきて前
記開口部が閉塞された後に、逃げ遅れた被災者が前記耐津波塀を乗り越えて前記耐津波塀
の内側の耐津波避難空間に避難するための階段が、前記耐津波塀と一体に設けられており
、津波が発生したときに、周辺住民が前記耐津波避難空間内に避難できるようにしたこと
を特徴とする地域津波防災構造。
【請求項２】
　請求項１記載の地域津波防災構造において、前記耐津波塀の全部または一部は、１また
は複数の建物を取り巻く形で構築されていることを特徴とする地域津波防災構造。
【請求項３】
　請求項１または２記載の地域津波防災構造において、前記耐津波塀で囲まれる耐津波避
難空間の内側に、さらに第２の耐津波塀で囲まれる２重の耐津波避難空間を形成してある
ことを特徴とする地域津波防災構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、津波の被害が想定される対象地域における津波による人的被害を最小化する
ための地域津波防災構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　２０１１年３月１１日の東日本大震災では、津波による大きな被害が発生し、非常に多
くの建築物が津波で押し流されたり、大破する被害を受けた。大破した建物では、津波そ
のものの力により被害を受けたもののほか、漂流物の衝突によって被害を受けたものがあ
る。
【０００３】
　そのような中で、木造家屋に比べ自重の大きいＲＣ構造の建築物については、周辺が壊
滅的な被害を受けている中で津波の力に耐えて原位置に残ったものもあり、注目を集めた
。
【０００４】
　そのような原位置にとどまることができた建築物についても、津波の影響をまともに受
けた建築物では、１階部分あるいは３階部分程度まで、特に開口部から大きく損壊したも
のが多く、さらに人的被害も大きく、そのまま復旧できた建物は少ない。
【０００５】
　そのため、大規模な津波が発生した場合の対策に関する多数の特許出願がなされている
。
　従来、開発されているこのような津波対策の発明に関しては、大きく分けて以下のよう
なものがある。
【０００６】
(1) 避難用シェルターまたは避難用構造物
　特許文献３には、耐震性および耐津波性を維持しつつ、避難場所の面積や高さを簡単に
変更することができる避難用建築物として、基礎部と、基礎部上に設置され、梁間方向お
よび桁行方向に間隔を存して配置した複数の独立構造体と、複数の独立構造体上に設置さ
れ、避難場所を構成する屋上部と、基礎部と屋上部とを連絡する複数の階段とを備え、各
独立構造体は、プレキャストコンクリート製の複数のプレキャストボックスを、鉛直方向
に積み上げて構成されるプレキャスト構造物が開示されている。
【０００７】
　特許文献７には、地中に設置される基礎部と基礎部に固定される本体部とから構成され
ており、耐震性と水密性を備えた避難空間を有するシェルターであって、本体部の上部が
平面視楕円状のドーム形状又はレモン型形状に形成されており、シェルター全体の半分以
上が地中に埋設され、本体部の上部の地上に露出している箇所に出入口用ハッチが取り付
けられている小型のシェルターが開示されている。
【０００８】
　特許文献９には、既設建築物の建物に隣接して設置可能な防災用避難用の地下式避難用
シェルターとして、筒型鉄板と天井板と、内部空間を有するシェルター本体と、天井板に
設けられる鉄板製の蓋と、内部空間を第１室と第２室に仕切る仕切壁とを備え、仕切壁の
上端部が天井板と接続され、第１室と第２室の下部が連通空間で連通されており、第１室
が蓋に隣接して設けられ、第１室の内部空間を上下２層に仕切る床が設けられ、床を上下
に昇降する可動床とした地下式避難用シェルターが開示されている。
【０００９】
(2) 建物内に避難スペースを設けるもの
　特許文献８には、屋根裏部屋を津波シェルターにして、斜めのケーブルを張り、ケーブ
ルで衝突荷重を低減したり、シェルターの浮上、流失を防ぐ構造が開示されている。
【００１０】
(3) フロートによる漂流型の避難対策
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　特許文献４には、商業施設や居住施設等として利用可能な建物本体と、建物本体の屋上
に設置された浮体と、建物本体から浮体に至る連結部とを備える避難用構造物であって、
浮体は水に浮遊する密度を有した平板からなり、連結部は浮体が浮遊した際に、浮体を建
物本体に係留できるようにした避難用構造物が開示されている。
【００１１】
　特許文献６には、津波が襲来した際に海岸近辺の人々が避難するための津波用避難施設
において、地上に設置した基礎部と、基礎部に着脱自在に設置したフロートと、基礎部と
フロートを連結する連結索とからなり、フロートに海面が到達した場合には、フロートが
浮力を受けて基礎部から離脱して海面に浮遊するようにした津波用避難施設が開示されて
いる。
【００１２】
(4) 建物自体を津波に耐える構造とするもの
　特許文献１には、建物の外壁に通常の出入口用開口および窓用開口とは別個の開口を設
け、常時はその開口を閉塞しておき、津波が押し寄せたときに閉塞を解除し、津波の一部
を意図的に建物の内部に流入させることで、外壁が受ける津波荷重の負荷を軽減し、建物
の躯体骨組も外壁を介しての津波荷重の負荷が軽減されることで、建物の崩壊や倒壊を抑
制する構造が開示されている。
【００１３】
　特許文献２には、地下の下層階と地上の上層階とが一体に構成された鉄筋コンクリート
製基礎重量構造の構造躯体として、津波の圧力によって生ずる建物の浮き上がりを防止し
、耐圧水密構造の扉体ないし窓部を備えることによって、津波の圧力に耐えられる耐圧性
と、外部からの海水等の流入を防止し、また外壁部の海側の面と内陸側の面を津波の衝撃
を和らげる緩衝波形状とした防災対応住宅が開示されている。
【００１４】
　特許文献５には、津波などの水害を受けた場合であっても持続的に使用可能な水害対策
用建物として、周方向全周にわたって延在するとともに、水害に対して予め設定された最
大水位よりも高く、かつ水圧や流出物による衝撃に耐え得る耐圧性能を備えた外周防圧壁
と、外周防圧壁の内側に一体に設けられ外周防圧壁の内部空間を中心部分の内側内部空間
および外周防圧壁との間の外側内部空間に区画するコア隔壁と、外周防圧壁の内側内部空
間内に設けられる複数階層の建物本体とを備え、建物本体の床スラブをコア隔壁及び外周
防圧壁に剛接合して構築され、かつ、外周防圧壁には、外面から外側に突出し周方向の全
周にわたって延在する波返し部が設けられるとともに、地表面から建物の複数階層にわた
る高さで開口形成され、外部と建物の複数階層の内側内部空間を連通させる複数の開口部
が設けられている水害対策用建物が開示されている。
【００１５】
　特許文献１０には、津波が来ても押し流されず、居住者が避難場所から帰ってきたとき
に、津波が来る前と同じ生活に戻ることのできる構造物として、基礎部と基礎部に固接さ
れた居住部とを一体として備えた構造物であって、居住部は、居住部内外の連通に用いら
れる開閉可能な開口部を備えていると共に開口部から居住部内への水の浸入を防止する水
密構造を備え、基礎部は水没状態の構造物に作用する浮力よりも、構造物に作用する重力
が大きくなるような重量を有し、居住部の開口部は開口を開閉する扉体を備えており、開
口部に備えられた水密構造は開口部の外側に配置された昇降体を備えており、昇降体は扉
体を外側から覆う閉位置と扉体が外界に晒される開位置との間で昇降可能であり、閉位置
の昇降体は昇降体と扉体との間の空間である隙間領域を外界に対して水密にするようにし
た構造物が開示されている。
【００１６】
　この他、特許文献１１には本願の発明者による耐洪水塀を備えた耐水害建物が開示され
ている。その主な構成は、建物としての集合住宅、ホテル、オフィスビル、病院建築物ま
たは工場の周囲に、建物と間隔をおいて、常時の出入口としての開口部を除く建物のほぼ
全周を取り巻く形で水密性を有する耐洪水塀が構築されており、この耐洪水塀は適用対象
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地域で想定される浸水深以上の高さを有し、かつ想定される浸水深以上の水圧に抵抗可能
な耐力を有する塀であり、その開口部には浸水時に開口部を水密に閉塞する開口部閉塞手
段が設けられているというものである。
【００１７】
　上記の耐水害建物によれば、水害発生時には、耐洪水塀の開口部を開口部閉塞手段によ
り閉塞することで、建物の周囲と耐洪水塀との間に隔離された空間が形成され、耐洪水塀
の外側が想定浸水深の水位に達しても耐洪水塀の内側はせいぜい降水量以下の水深で建物
の入口や窓からの浸水の恐れがなく、既存の建物に適用する場合でも、建物自体の開口部
は特に改修しなくてもそのまま水害に対処することができ、建物に被害を生じさせないか
または被害を最小限に抑えることができる。
【００１８】
　また、耐洪水塀の外側が想定浸水深あるいはそれに近い水位に達し、外部との往来が困
難となった場合でも、耐洪水塀の内側が平穏な状態に保たれることで、建物自体の機能に
関する影響は小さく、周辺の浸水継続時間が例えば１週間以上の長期にわたる場合でも、
建物自体の安全性が保たれるため、耐洪水塀の内側に例えば非常用発電機、非常用受水槽
、非常用汚水槽などの非常用設備をあらかじめ設置しておくことで、水害時における安全
な長期の避難生活が可能となる。
【００１９】
　建物の用途が公共施設である場合など、広域避難が困難な周辺住民を受け入れる避難所
としても活用することができる。
【００２０】
　耐洪水塀については、水圧に耐え得る水密性の大きな窓を設けたり、装飾を施すなどす
ることで、建物の１～２階の居住者が閉塞感を持たないよう内側からの視界を確保するこ
とができる。また、耐洪水塀内外の景観を損なうことなく、むしろ美感を与え建物のデザ
イン的な財産価値を高めることもできる。
【００２１】
　建物の地下または敷地内あるいは屋上部分に、災害時用の受水槽、災害時用の非常用発
電機、災害時用の汚水槽などを設置することで、外部からのサービスが途絶えた状態でも
建物内部のインフラが確保され、長期の避難生活が可能となる。
【００２２】
　さらに、特許文献１２には、上述の耐洪水塀に関連して、本願発明者による多重止水壁
が開示されている。その主な構成は、壁厚さ方向に間隔をおいて２重または３重以上に配
置された複数の止水壁と、その止水壁間に浸透した水を外部に排出するための排水手段を
備えているというものであり、簡易な構造で多重止水壁の内側への水の浸透を抑えること
ができる。
【００２３】
　すなわち、１重目の止水壁については、洪水時などの水圧である程度の漏水を許容し、
２重目あるいは３重目以降の止水壁との間に漏水してきた水を排水手段で早期に排水する
ことで、２重目あるいは３重目以降の止水壁の負担が小さくなり、多重止水壁の内側への
水の浸透を抑えることができる。
【００２４】
　したがって、１重の止水壁でできるだけ止水性を高めようとする従来の止水壁に比べ、
多重に配置された個々の止水壁や止水材、押圧手段などの負担が小さいため、簡易な構造
とすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】特許第５９５６８０１号公報
【特許文献２】特開２０１４－０１２９６６号公報
【特許文献３】特許第６１９２２８６号公報
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【特許文献４】特許第６１１６８７０号公報
【特許文献５】特許第６１２４０７３号公報
【特許文献６】特許第６２５４３９６号公報
【特許文献７】特許第６０１６８６９号公報
【特許文献８】特許第６２６８４０３号公報
【特許文献９】特許第６３１２９３９号公報
【特許文献１０】特許第４８３８３９５号公報
【特許文献１１】特許第６５０１９６１号公報
【特許文献１２】特許第６５１６９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　上述した(1)のタイプの避難用シェルターまたは避難用構造物は、基本的に津波が発生
したときに使用するための施設であり、常時は有効利用が難しく、メンテナンス費用など
を考慮すると経済性の面でも合理的とは言い難い。
【００２７】
　(2)のタイプの建物内に避難スペースを設けるものは、人命を守るという点では意味が
あるが、建物の被害を防ぐことはできず、また避難施設としてのキャパシティーは建物の
居住者に限られてしまう。
【００２８】
　(3)のタイプのフロートによる漂流型の避難対策も、人命を守るという点で意味がある
ものの、それ以上の効果は期待できない。
【００２９】
　(4)のタイプの建物自体を津波に耐える構造とするものは、基本的に津波が発生した後
も建物がそのまま利用できるようにしたもので、このうち、特許文献５に開示されている
水害対策用建物は、外周防圧壁、波返し部、津波による外圧を低減するための開口部など
を備え、大きな津波にも抵抗できるようにしたある意味要塞のような構造物であるが、居
住性や利便性、デザイン性などを考慮した場合、ホテルやリゾート集合住宅、オフィスビ
ルその他一般の公共建築物への適用には適さない。
【００３０】
　また、特許文献２や特許文献１０に開示されたものは、住宅について水密性、耐圧性を
与え、浮力対策を施すなどして、津波がひいた後も使用できることを目的としたものであ
るが、避難施設としてのキャパシティーは建物の居住者に限られ、また個人用の住宅とし
てはコストが高く付き、メンテナンスの問題もある。
【００３１】
　本発明は、上述したような従来の津波対策に比べ、津波の被害が想定される対象地域に
おける津波による人的被害を最小化するための大規模な避難施設としての地域津波防災構
造を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　本発明の地域津波防災構造は、津波の被害が想定される対象地域における津波による人
的被害を最小化するための地域津波防災構造であって、対象地域内に、想定される津波の
高さ以上の高さを有し、想定される津波の波力に抵抗可能な耐力を有する耐津波塀で囲ま
れた耐津波避難空間を複数分散配置し、津波が発生したときに、周辺住民が前記耐津波避
難空間内に避難できるようにしたことを特徴とするものである。
【００３３】
　耐津波塀の構造は、形態的には上述した本願の発明者による特許文献１１に記載される
耐洪水塀と同様の形態とすることができるが、津波の波力に耐えるためには、静水圧の３
倍の圧に耐える必要があるとされており、そのような波力に耐える強度の材質、厚さ、重
量等を備えたものとする。
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【００３４】
　想定される津波の高さは理論的には上限はないが、３～５ｍあるいは７ｍ程度までを対
象と考え、それ以上の高さの津波が想定される場合は、別途の対策を設けるか、早期に対
象地域外に避難することが必要となる。
【００３５】
　なお、漂流物が衝突する場合には、さらに大きな衝撃荷重が生ずる可能性もあり、漂流
物の衝突による大きな衝撃荷重を防ぐ手段としては、津波が到達すると考えられる方向の
前方にコンクリートブロックあるいは植樹などによる緩衝帯を設けることは有効である。
【００３６】
　対象地域内に複数分散配置される耐津波避難空間を構成する耐津波塀の全部または一部
は、上述した特許文献１１に記載される耐洪水塀の場合と同様、１または複数の建物を取
り巻く形で構築することができ、その場合、内側の耐津波避難空間に位置する建物に居住
する住民あるいは職場として従事する通勤者等は、そのまま避難所として使用することが
できる。また、周辺住民等は、津波の来襲時に耐津波塀の内側に避難することができる。
【００３７】
　耐津波塀の内側の耐津波避難空間は、居住用その他の建物がない場合もあり得る。その
場合は単に周辺住民の避難所として利用することができる。
【００３８】
　通常は、耐津波塀の１または複数個所に開口部が形成されており、開口部には開口部を
水密に閉塞する開口部閉塞手段を設ける。津波が迫ってきて開口部が閉塞された後に、逃
げ遅れた被災者が内側の耐津波避難空間に避難するためには、耐津波塀の内外に耐津波塀
を乗り越えるための階段、その他の昇降手段を設けることが考えられる。
【００３９】
　また、開口部閉塞手段としては、例えば、上述した本願の発明者による特許文献１２に
記載される多重止水壁を用いることができる。
【００４０】
　多重止水壁は、止水壁を多重に設け、多重の止水壁間に浸透した水をポンプなどの排水
手段で排水する構成であるため、簡易な構造で多重止水壁の内側への水の浸透を抑えるこ
とができる。
【００４１】
　すなわち、１重目の止水壁については、洪水時などの水圧である程度の漏水を許容し、
２重目あるいは３重目以降の止水壁との間に漏水してきた水を排水手段で早期に排水する
ことで、２重目あるいは３重目以降の止水壁の負担が小さくなり、多重止水壁の内側への
水の浸透を抑えることができる。
【００４２】
　したがって、１重の止水壁でできるだけ止水性を高めようとする従来の止水壁に比べ、
多重に配置された個々の止水壁や止水材、押圧手段などの負担が小さいため、簡易な構造
とすることができる。
【００４３】
　この他、耐津波塀で囲まれる耐津波避難空間の内側に、さらに第２の耐津波塀で囲まれ
る２重の耐津波避難空間を形成したり、別途、水密性のあるシェルターを配置することな
ども考えられる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明は、津波の被害が想定される対象地域内に、想定される津波の高さ以上の高さを
有し、想定される津波の波力に抵抗可能な耐力を有する耐津波塀で囲まれた耐津波避難空
間を複数分散配置し、津波が発生したときに、周辺住民が前記耐津波避難空間内に避難で
きるようにしたものであり、従来の津波対策に比べ地域全体を対象とする大規模な避難施
設として、津波による人的被害を最小化することができる。
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【００４５】
　対象地域内に複数分散配置される耐津波避難空間を構成する耐津波塀の全部または一部
について、耐津波塀を１または複数の建物を取り巻く形で構築することができ、その場合
、内側の耐津波避難空間に位置する建物に居住する住民あるいは職場として従事する通勤
者等は、そのまま避難所として使用することができる。また、周辺住民等は、津波の来襲
時に耐津波塀の内側に避難することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】耐津波塀を備えた本発明の地域津波防災構造の概念図である。
【図２】本発明の地域津波防災構造を構成する個々の耐津波塀の概念図である。
【図３】本発明の地域津波防災構造の一実施形態を概念的に示す平面図である。
【図４】本発明の地域津波防災構造を構成する個々の耐津波塀の一実施形態を示す平面図
である。
【図５】本発明の地域津波防災構造を構成する耐津波塀の一実施形態として、津波が到達
する側の鉛直断面を示した図である。
【図６】開口部に用いられる多重止水壁の一実施形態を示す水平断面図である。
【図７】図６の実施形態に対応する鉛直断面図である。
【図８】開口部に用いられる多重止水壁の他の実施形態を示す水平断面図である。
【図９】図８の実施形態に対応する鉛直断面図である。
【図１０】多重止水壁の原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、本発明を添付した図面に基づいて説明する。
　図１は、耐津波塀を備えた本発明の地域津波防災構造の概念図であり、津波の被害が想
定される対象地域に、想定される津波の高さ以上の高さを有し、想定される津波の波力に
抵抗可能な耐力を有する耐津波塀２で囲まれた耐津波避難空間１を複数分散配置し、津波
が発生したときに、周辺住民が耐津波避難空間１内に避難できるようにする。
【００４８】
　図２は、地域津波防災構造を構成する個々の耐津波塀２の概念図である。耐津波塀２が
津波の波力に耐えるためには、静水圧の３倍の圧に耐える必要があるとされており、その
ような波力に耐える強度の材質、厚さ、重量等を備えたものとする。
【００４９】
　耐津波塀２には、１または複数個所に開口部を設け、開口部には開閉可能な止水壁１０
などの開口部閉塞手段を設け、津波が来襲した際に、開口部を水密に閉塞する。
【００５０】
　津波が迫ってきて開口部が閉塞された後に、逃げ遅れた被災者が内側の耐津波避難空間
１に避難するためには、耐津波塀２の内外に耐津波塀２を乗り越えるための階段３などを
設けておくことが望ましい。
【００５１】
　図３は、本発明の地域津波防災構造の一実施形態を概念的に示したもので、街路に挟ま
れる複数の区域に耐津波塀２で囲まれる耐津波避難空間１を形成している。
【００５２】
　図４は、個々の耐津波塀２の一実施形態を示したもので、内側の複数の建物５を取り囲
む形で耐津波塀２を構築している。この例では２方向に止水壁１０を設置した開口部が形
成されている。また、２か所に耐津波塀２を乗り越えるための階段３を設けている。
【００５３】
　図３および図４に示した例では、各耐津波塀２について、津波が最初に到達する海側に
尖った平面形状とすることで、耐津波塀２に対して津波が直角に当たらないようにして、
津波の波力をかわす構造としている。
【００５４】
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　図５は、本発明の地域津波防災構造を構成する耐津波塀の一実施形態として、津波が到
達する側の鉛直断面を示した図である。この例では、耐津波塀２をＬ字形断面とし、Ｌ字
の下辺を安定のための根入れ部７としている。
【００５５】
　また、津波が衝突する耐津波塀２の外面側に津波による洗堀を防止するための洗堀防止
版８を設けている。
【００５６】
　図６および図７は、その開口部を閉塞するための開口部閉塞手段の一例を示したもので
あり、図６は水平断面図であり、図７は対応する鉛直断面図である。
【００５７】
　この例では間隔をおいて設置された２本の支柱１１間に止水パネル１２による２重の止
水壁１０Ａ、１０Ｂを形成した場合である。図は耐洪水塀２の開口部に設置した場合であ
る。
【００５８】
　この例では、支柱１１に上下方向に延びる２条のガイド溝１２ａ、１２ｂを設け、常時
は保管場所に保管されている強化プラスチックあるいは金属板などからなる止水パネル１
２の両端を対向する支柱１１のガイド溝１２ａ、１２ｂに上から嵌め込む形で、止水パネ
ル１２をそれぞれ上下方向３段に設けている。ガイド溝１２ａ、１２ｂ部分や止水パネル
１２間には一般的な止水材を配置して隙間からの漏水を最小限に抑えられるようにする。
【００５９】
　ただし、多重に配される個々の止水壁１０Ａ、１０Ｂでの完全な止水を期待するもので
はなく、外からの水が浸透してくることを前提として、浸透してきた水を排水ポンプ１４
などの排水手段で外部に排水することで、２重の止水壁１０Ａ、１０Ｂ間の水位が外部の
水位より低くなるようにする。
【００６０】
　２重に配した止水壁１０Ａ、１０Ｂ間の水位が低く抑えられることで、内側の止水壁1B
にかかる水圧は相対的に小さくなるため、２重目の止水壁１０Ｂの内側に浸透する水量は
低く抑えることができる。原理的には、後述する図１０に示されるように２重の止水壁の
内側にさらに３重目、４重目の止水壁を設けることで、多重止水壁の内側への浸透をさら
に抑えることができるが、通常は２重または３重の止水壁で十分であると考えられる。
【００６１】
　図８は本発明の多重止水壁の他の実施形態を示す水平断面図であり、図９は対応する鉛
直断面図である。
【００６２】
　本実施形態は間隔をおいて設置された２本の支柱１１ａ、１１ｂ間に止水パネル１２Ａ
、１２Ｂによる開閉式の２重の止水壁１０Ａ、１０Ｂを形成した場合である。
【００６３】
　この例では、一方の支柱１１ｂの側面に止水パネル１２Ａ、１２Ｂを収納する戸袋状の
収納部１５を設け、水害の発生が予想されるときに、収納部１５に収納された止水パネル
１２Ａ、１２Ｂを他方の支柱１１ａに向けて摺動させて開口部を閉塞できるようにしたも
のである。
【００６４】
　２重止水壁あるいは多重止水壁と排水ポンプなどの排水手段による止水の原理は図６、
図７の場合と同様である。
【００６５】
　図１０はこれらの多重止水壁を原理的に示した図であり、壁厚さ方向に間隔をおいて多
重に配置された複数の止水壁（止水壁１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ）と、止水壁間に
浸透した水を外部に排出するための排水手段（排水ポンプ１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）とで
、多重止水壁が構成されている。
【００６６】
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　水害時に多重止水壁の外側Ｏの水位が高くなったとき、一番外側に位置する止水壁１０
Ａの止水性が完全であれば、内側Ｉへの浸透はないが、実際には完全な止水性を得ること
は難しく、またコストがかかる。そのため、完全な止水性は得られないことを前提として
、各止水壁１０Ａ、１０Ａ、１０Ｃ、１０Ｄを設計する。
【００６７】
　止水壁１０Ａと止水壁１０Ａの間には浸透する水を排水するための排水ポンプ１４ａを
設置し、浸透してきた水を多重止水壁の外部に排出すれば、止水壁１０Ａと止水壁１０Ｂ
の間の水位は、止水壁１０Ａの外側Ｏ（外部）の水位に比べ低い水位に保つことができる
。
【００６８】
　２重の止水壁では十分でない場合には、図１０に示すように、３重目の止水壁１０Ｃ、
４重目の止水壁１０Ｄというように多重配置される止水壁の数を増し、それぞれの間に浸
透してくる水を排水ポンプ１４ｂ、１４ｃで排出することで、内側寄りほど浸透水の水位
が低くなり、多重止水壁の内側への水の浸透を抑え、多重止水壁で保護される内側の建物
などが受ける水害の被害を防止することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１…避難空間、２…耐津波塀、３…階段、５…建物、７…根入れ部、８…洗堀防止版、
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ…止水壁、
　１１、１１ａ、１１ｂ…支柱、１２ａ、１２ｂ…ガイド溝、
　１２、１２Ａ、１２Ｂ…止水パネル、
　１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ…ポンプ、
　１５…収納部
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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