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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堤防として用いられる盛土の略天端の範囲内に、前記盛土の連続する方向に沿って一列
に地中鋼製壁が設けられ、
　前記地中鋼製壁は、鋼矢板が継手で連結された壁体と、この壁体に沿って並んで設けら
れ、前記壁体を補強する鋼管からなる補強材とを備え、
　前記壁体は、山と谷とを繰り返す波板状に形成され、
　前記補強材は、その一部が前記壁体の谷部分になる凹部に、前記補強材と前記壁体とを
繋ぐことなく、入り込んだ状態となっていることを特徴とする盛土の補強構造。
【請求項２】
　堤防として用いられる盛土の略天端の範囲内に、前記盛土の連続する方向に沿って一列
に地中鋼製壁が設けられ、
　前記地中鋼製壁は、鋼矢板が継手で連結された壁体と、この壁体に沿って並んで設けら
れ、前記壁体を補強する鋼管からなる補強材とを備え、
　前記壁体は、山と谷とを繰り返す波板状に形成され、
　前記補強材は、前記壁体の谷側の側面に直接接しているか、または、山側の側面に直接
接していることを特徴とする盛土の補強構造。
【請求項３】
　前記壁体の頭部と、前記補強材の頭部とがコンクリートにより連結されていることを特
徴とする請求項２に記載の盛土の補強構造。
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【請求項４】
　前記盛土の中央部に前記地中鋼製壁を設けることを特徴とする請求項１から請求項３の
いずれか１項に記載の盛土の補強構造。
【請求項５】
　前記地中鋼製壁は、前記壁体に対して堤内側に補強材を設けたことを特徴とする請求項
４に記載の盛土の補強構造。
【請求項６】
　前記盛土の堤内側および堤外側のどちらか一方の法肩に、前記地中鋼製壁を設けること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の盛土の補強構造。
【請求項７】
　前記地中鋼製壁は、前記壁体に対して堤体外側に補強材を設けたことを特徴とする請求
項６に記載の盛土の補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、河川等の堤防として長く延在する盛土の補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、河川等の堤防の盛土（堤体）に対する補強として、盛土の法面に透水性の低い材
料や不透水性の材料を被覆することや、盛土の法面の下端側になる法尻部分に盛土の延在
方向（連続方向）に沿って地中に鋼矢板壁を構築することが知られていた。
【０００３】
　しかし、法面の被覆では、盛土自体の強度の補強にならず、地震や洪水の際に、大きな
外力が盛土に作用した場合の盛土の破壊を防止することができない。また、前記基礎地盤
の安定化を図り、前記漏水を防止する上では、上述のように法尻部分に鋼矢板壁を配置す
るのは有効であるが、洪水時に越水した場合には、法尻部分の鋼矢板壁では、盛土が崩壊
するのを防止することができない。
【０００４】
　そこで、例えば、特許文献１には、法尻以外の盛土の内部に少なくとも一列の矢板壁を
盛土の長さ方向に沿って構築する盛土の補強構造が提案されている。より具体的には、盛
土の天端の範囲内または片側の法肩付近に１列の矢板壁を構築する構造や、両方の法肩付
近に位置し連結材（タイロッド）で互いに連結された二列の鋼矢板壁を構築する構造が記
載されている。
【０００５】
　このように盛土の法肩から天端部分に二列に鋼矢板壁を構築することによって、盛土内
に二重鋼矢板締切り部が構成され、構造的に堅固な芯を形成し、盛土を補強することがで
きる。これにより、洪水時や地震時の様々な外力条件に対応可能になる。例えば、洪水時
の浸透、洗屈、越水や、地震時の慣性力や基礎地盤の液状化に対応可能になる。洪水や地
震の際に、二列の鋼矢板壁により盛土の天端高さを維持することができるので、河川の氾
濫を防止し、河川の氾濫により盛土が崩壊するのを防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１３４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された構造のうち、法肩付近に２列の鋼矢板壁を構築する構造は、そ
れだけの広い打設空間が必要になる。さらに、連結材（タイロッド）で２列の矢板壁を連
結するには、その連結作業自体が煩雑である上、特に既設の盛土構造物の補強構造に適用
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する際には、天端のほぼ全幅にわたって盛土を所定深さ分削ってからタイロッドを設置す
ることになるので、施工工程が煩雑である。
【０００８】
　一方、１列の鋼矢板壁を設ける構造では、盛土構造物として例えば河川堤防を想定する
と、鋼矢板壁の剛性（断面性能）が小さい場合、越水等で鋼矢板壁体の片側の盛土が崩れ
ると、鋼矢板壁の反対側からかかる土圧に鋼矢板壁が耐えきれず、盛土が崩壊する恐れが
ある。
【０００９】
　剛性の高い壁体を構築するには、鋼管矢板で壁体を構成することが考えられる。しかし
ながら、鋼管矢板壁は、鋼管矢板の継手の遊間が大きいので、鋼矢板壁と比較して止水性
に劣る。そのため、鋼管矢板壁を適用した堤防は、鋼矢板壁を適用した堤防と比較すると
、浸透水による浸透破壊に対して弱い。そこで、連結された継手にモルタル充填などを行
うことにより継手の空隙を封止する必要があり、この作業も工期や工費が嵩む原因になる
。また、継手の遊間を封止する施工が確実に為されていないと継手で漏水が生じ、盛土内
の浸透破壊に対する弱所になることが懸念される。
【００１０】
鋼管矢板壁は、施工性の面でも、以下のような課題がある。例えば、静的に圧入する場合
、一般的に鋼矢板に比較して鋼管矢板の方が圧入抵抗が大きいので、鋼管矢板のサイズや
盛土の土質等により、鋼矢板を圧入できても鋼管矢板を圧入できない可能性がある。また
、鋼管矢板は、外周側に継手があるため、鋼管で用いることが可能な回転圧入工法を用い
ることができない。そこで、例えば、打撃工法やバイブロハンマ工法を用いることが考え
られるが、堤防は水を止めるための構造であり、クラックが発生すると、そこが構造的な
弱所になることから、衝撃・振動を与える工法を採用することは好ましくない。
【００１１】
　鋼管矢板の施工に際し、掘削オーガを用いて盛土を掘削する方法も採用し難い。すなわ
ち、掘削により盛土に浸透水に対する弱所を設けてしまう虞や、盛土の強度上好ましくな
い緩み域を設けてしまう虞がある。これらの懸念があることから、鋼管矢板の施工におい
て採用できる工法が限定されたり、工法が限定されることなどに基づいて工期や工費が嵩
んだりすることが問題になる。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、盛土を補強する剛性を備えるととも
に、施工が容易な盛土の補強構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の盛土の補強構造は、堤防として用いられ
る盛土の略天端の範囲内に、前記盛土の連続する方向に沿って一列に地中鋼製壁が設けら
れ、
　前記地中鋼製壁は、鋼矢板が継手で連結された壁体と、この壁体に沿って並んで設けら
れ、前記壁体を補強する鋼管からなる補強材とを備え、
　前記壁体は、山と谷とを繰り返す波板状に形成され、
　前記補強材は、その一部が前記壁体の谷部分になる凹部に、前記補強材と前記壁体とを
繋ぐことなく、入り込んだ状態となっていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項１に記載の発明においては、地中鋼製壁により盛土が補強される。この地中鋼製
壁は、止水性に優れる継手を有する鋼矢板を継手で連結した鋼矢板壁である壁体が、この
壁体に沿って並べて配置された鋼管からなる補強材に補強されており、高い剛性を有する
。また、地中鋼製壁が止水性の高い壁体を備えることから、盛土が浸透に対する弱所を生
じる可能性も極めて低い。
【００１５】
　補強材は、例えば、地中鋼製壁に必要とされる剛性に応じて、壁体を構成する鋼矢板毎
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に配置したり、鋼矢板に対して一つ置きまたは二つ置き配置したりすることも可能であり
、経済的な構造を提供することができる。
【００１６】
　壁体を構成する鋼矢板の打設と、補強材の打設とを別々に行えるので、使用可能な施工
方法が多くなる。例えば、補強材として鋼管を用いた場合に回転圧入工法を用いることが
可能になる。また、盛土の両方の法肩に２列の鋼矢板壁を構築する構造と比較しても、施
工スペースが小さくて済み、またタイロッドで連結する必要がなく、施工も容易である。
【００１７】
　請求項２に記載の盛土の補強構造は、堤防として用いられる盛土の略天端の範囲内に、
前記盛土の連続する方向に沿って一列に地中鋼製壁が設けられ、
　前記地中鋼製壁は、鋼矢板が継手で連結された壁体と、この壁体に沿って並んで設けら
れ、前記壁体を補強する鋼管からなる補強材とを備え、
　前記壁体は、山と谷とを繰り返す波板状に形成され、
　前記補強材は、前記壁体の谷側の側面に直接接しているか、または、山側の側面に直接
接していることを特徴とする。
【００１８】
　請求項２に記載の発明においては、地中鋼製壁により盛土が補強される。この地中鋼製
壁は、止水性に優れる継手を有する鋼矢板を継手で連結した鋼矢板壁である壁体が、この
壁体に沿って並べて配置された鋼管からなる補強材に補強されており、高い剛性を有する
。また、地中鋼製壁が止水性の高い壁体を備えることから、盛土が浸透に対する弱所を生
じる可能性も極めて低い。
　また、鋼製壁にかかる土圧や水圧に対して壁体と補強材とが重ね梁のように挙動するこ
とで、高い剛性を得ることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の盛土の補強構造は、請求項２に記載の発明において、前記壁体の頭部
と前記補強材の頭部とがコンクリートにより連結されていることを特徴とする。
【００２０】
　請求項３に記載の発明においては、鋼製壁に土圧や水圧が作用した場合に、壁体の頭部
と補強材の頭部とがコンクリートで連結されているので、壁体と補強材との間で荷重伝達
が行われる。これにより、補強材と壁体とが接している場合はもとより、両者が離れてい
る場合であっても、荷重を両者で分担して受け持つことができる。さらに、壁体の頭部と
補強材の頭部とがコンクリートで連結して固定されているので、壁体と補強材との鉛直方
向のずれを規制することができる。これらにより、壁体に発生する曲げモーメントの低減
を図ることができる。
【００２１】
　請求項４に記載の盛土の補強構造は、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の発
明において、前記盛土の中央部に前記地中鋼製壁を設けることを特徴とする。
【００２２】
　請求項４に記載の発明においては、盛土の中央に地中鋼製壁を設けることにより、地震
時の壁体にかかる土圧を地中鋼製壁の左右でバランスさせ、地震時に鋼矢板にかかる力を
抑えることができる。また、高水時や越水時に河川側から受ける水圧には地中鋼製壁で抵
抗することができる。
【００２３】
　請求項５に記載の盛土の補強構造は、請求項４に記載の発明において、地中鋼製壁が前
記壁体に対して堤内側（陸側）に補強材が設けられたものであることを特徴とする。
【００２４】
　請求項５に記載の発明においては、前記の高水時や越水時に河川側から受ける水圧に対
して、地中鋼製壁の壁体の水圧がかかる側とは反対になる側に補強材が配置されている。
このような構造とすることで、壁体で受けた水圧を補強材に効率的に伝達して分担できる
ので、例えば越水によって堤内側の盛土が削られた場合でも、鋼製壁で水圧を支えること
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ができる。
【００２５】
さらに、壁体と補強材とを略接して配置すれば、これらが重ね梁として挙動する高い剛性
の鋼製壁とすることができる。また、前述のように、補強材の頭部と壁体の頭部とをコン
クリートにより頭部で連結すれば、壁体に係る荷重を補強材に圧縮力として効果的に伝達
することができるとともに、壁体と補強材との鉛直方向のずれを規制することとあわせて
、壁体に発生する曲げモーメントの低減を図ることができる。
【００２６】
請求項６に記載の盛土の補強構造は、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の発明
において盛土の堤内側または堤外側のどちらか一方の法肩に、前記地中鋼製壁を設けるこ
とを特徴とする。
【００２７】
　請求項６に記載の発明においては、堤内側（陸側）または堤外側（河川等の水域側）の
法肩（盛土の左右の法面の上端部）に一列に地中鋼製壁を設けておくことで、盛土の天端
部分を道路として使用する場合に、天端の法肩より内側の部分に地中鋼製壁による界面が
生じないので、地震等によって盛土が大きく崩壊しない限りは、盛土の天端部分を被災後
の緊急用の道路として使用可能であると期待される。
【００２８】
　盛土の堤外側の法肩に地中鋼製壁を設けた場合には、常時において地中鋼製壁５にかか
る土圧としては、地中鋼製壁５の堤内側から作用する圧力の方は大きい。そこで、高水位
時に、地中鋼製壁５の堤外側から作用する水圧に対して、地中鋼製壁５の剛性に加えて土
圧を利用して対抗することができる。さらに、壁体が十分深く根入れされていれば、地中
鋼製壁が堤外側からの浸透流を抑制する止水壁としても機能し、浸透流が盛土中央側に至
る前に止水できるので、盛土内に浸透水が溜まるのを防止できる。
【００２９】
　地中鋼製壁を盛土の堤内側の法肩に設置した場合には、増水による越流発生時に堤内側
の位置で堤内側への土砂の流出を防止するため、盛土の損傷を大きく低減することができ
、越流発生後の復旧が比較的容易になる。
【００３０】
　請求項７に記載の盛土の補強構造は、請求項６に記載の発明において、前記地中鋼製壁
は、前記壁体よりも堤体外側（法肩の壁体に対して近い方の法面側）に補強材を設けたこ
とを特徴とする。
【００３１】
　請求項７に記載の発明においては、地盤が液状化して土圧が地中鋼製壁に作用した際に
、地中鋼製壁の壁体の土圧がかかる側の反対になる側に補強材が配置されており、壁体が
補強材に近づく方向に土圧がかかるので、地中鋼製壁の剛性を保持できる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、地中鋼製壁は、鋼矢板壁で止水性を確保するとともに、十分な剛性を
有しているので、河川等の堤防としての盛土を補強するに際し、盛土が破壊されても河川
等の水が堤内側に流出するのを防止できる。また、従来の二列の鋼矢板壁をタイロッドで
連結する構造と比較して、施工が容易であり、工期短縮や施工費用の低減につながる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態に係る盛土の補強構造を示す概略断面図である。
【図２】前記盛土の補強構造の地中鋼製壁を示す要部概略平面図である。
【図３】前記地中鋼製壁を示す要部概略斜視図である。
【図４】前記盛土の補強構造の変形例を示す概略断面図である。
【図５】前記盛土の補強構造の別の変形例を示す概略断面図である。
【図６】前記地中鋼製壁の変形例を示す要部概略平面図である。
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【図７】前記地中鋼製壁の別の変形例を示す要部概略平面図である。
【図８】別の変形例としての地中鋼製壁を示す要部概略平面図である。
【図９】別の変形例としての地中鋼製壁を示す要部概略断面図である。
【図１０】前記地中鋼製壁のさらに別の変形例を示す要部概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
　図１に示すように、実施形態の盛土の補強構造は、例えば、河川ｋの堤防である盛土１
を補強するためのものである。
　盛土１は、中央の最も高い部分が水平な上面を有する天端１ａになっている。この天端
１ａの左右には傾斜した法面１ｂ、１ｂ’がそれぞれ形成されて、法面１ｂ、１ｂ’の上
端部側が法肩１ｃ、１ｃ’で下端部側が法尻１ｄ、１ｄ’とされている。
【００３５】
　図１から図３の盛土１の補強構造においては、盛土１の略天端１ａの範囲内に鋼矢板（
ハット形鋼矢板３）を一列に連結した鋼矢板壁からなる壁体２と壁体２を補強する補強材
としての鋼管４からなる地中鋼製壁５が設置されている。略天端１ａの範囲内とは、天端
１ａより少し外側になる法面１ｂ、１ｂ’の上端部である法肩１ｃ、１ｃ’部分も含まれ
る。図１の実施形態では、地中鋼製壁５は、盛土１（天端１ａ）の幅方向の略中央に設置
されている。
【００３６】
　図１から図３の地中鋼製壁５は、鋼矢板としてのハット形鋼矢板３と鋼管４とで構成さ
れている。ハット形鋼矢板３の長手方向に、長手方向を沿わせて鋼管４が接している。こ
こでは、ハット形鋼矢板３および鋼管４がそれらの長手方向が互い平行にされているとと
もに、それらの長手方向が鉛直方向になっている。また、鋼管４は壁体２（ハット形鋼矢
板３）よりも堤内側（法肩１ｃ’の側）に位置している。
【００３７】
　ハット形鋼矢板３は、ウェブ３ａと、ウェブ３ａの両側縁からそれぞれ互いに広がるよ
うに斜めに延出する一対のフランジ３ｂと、左右のフランジ３ｂの先端からウェブ３ａと
平行に左右に延出する一対のアーム３ｃと、アーム３ｃの先端に設けられた継手３ｄとを
備えている。鋼管４は、その外周面がハット形鋼矢板３の谷側の側面に接している。例え
ば、鋼管４はハット形鋼矢板３のウェブ３ａの谷側に接した状態になっている。また、鋼
管４の径は、ハット形鋼矢板３の幅よりも狭くなっている。この鋼管４は、その一部がハ
ット形鋼矢板３で構成される壁体の一方の側面の谷部分に入り込んだ状態になっている。
なお、鋼管４が左右のフランジ３ｂの少なくとも一方に接していてもよい。ハット形鋼矢
板３の山側の側面に鋼管４が接するものとしてもよいが、図２のように鋼管４がハット形
鋼矢板３の谷側に入りこんだ位置にある方が打設スペースは小さくて済む。
【００３８】
　図２および図３では、全てのハット形鋼矢板３に対し鋼管４がそれぞれ接する構造にな
っている。しかし、剛性が許容される範囲であれば、ハット形鋼矢板３に対して、１つ置
きや２つ置きに鋼管４を組み合わせるなどして、鋼管４を間引くこともできる（つまり、
鋼管を離散的に配置することもできる）。
【００３９】
　地中鋼製壁５では、壁体２（ハット形鋼矢板３）と鋼管４とが互いの長手方向に接した
状態になっているので、地中鋼製壁５に土圧や水圧がかかった場合、壁体２と鋼管４との
たわみ挙動が同じになる重ね梁として機能しうる。これにより、地中鋼製壁５は高い剛性
を有する。なお、重ね梁構造では、鋼管４と壁体２とが接している部分で鋼管４と壁体２
との長手方向の位置ずれが許容されている。
【００４０】
　壁体２（ハット形鋼矢板３）と鋼管４とは、地中鋼製壁５に土圧や水圧がかかった場合
、壁体２と鋼管４とが重ね梁構造としての機能を発揮できる状態になっていればよい。し
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たがって、壁体２と鋼管４とは略接している状態であればよく、この状態としては接触し
ている状態が最も好ましいが、壁体２と鋼管４との間に少しの間隔があいていてもよく、
例えば、壁体と鋼管４との間に数ｃｍの隙間が生じていても、この隙間に入り込んだ土砂
を介して壁体２と鋼管４とが重ね梁構造として機能する状態であればよい。
【００４１】
　地中鋼製壁５では、複数のハット形鋼矢板３は、その継手３ｄどうしを連結して一列に
並べられて鋼矢板壁としての壁体２を構築した状態になっている。そのため、高い止水性
を有するので、河川ｋの浸透流を遮断して堤体が浸透破壊するのを阻止することができる
。
【００４２】
　図１の実施形態の盛土１の補強構造では、地中鋼製壁５が盛土１の幅方向の略中央に配
置されているので、地中鋼製壁５に地震時に盛土から作用する力は、地中鋼製壁５に対し
て堤内側（河川ｋの反対側）と堤外側（河川ｋ側）とでバランスが取れた状態になる。
【００４３】
　この場合、地中鋼製壁５としては、ハット形鋼矢板３側（鋼管４と接する面とは反対側
）から土圧や水圧を受ける構造として、土圧がハット形鋼矢板３と鋼管４とを引き離す方
向に作用しないようにするのがよい。そこで、堤外側が高水位状態になったときや越流が
発生したときのように、堤外側から地中鋼製壁５に向う水圧や土圧が高くなることを想定
して、図３に示すように、鋼管４を壁体２（ハット形鋼矢板３）よりも堤内側に配置する
ことが好ましい。
【００４４】
　地中鋼製壁５では、壁体２および／または鋼管４の根入れ長さを変えることによって、
地盤中の水の流れを調整することも可能である。例えば、地中鋼製壁５が必要な剛性を有
する範囲で、一部の鋼矢板や鋼管を短くすることによって、河川へ向う常時の地下水の流
れを確保することができる。逆に、鋼矢板を透水層を貫く長さまで設けておくことによっ
て、河川側から堤内側へ向う水の浸透を防止したりすることができる。この際には、鋼管
４の根入れ長さより、壁体２の根入れ長さが長くてもよい。
【００４５】
　次に、地中鋼製壁５の施工方法について説明する。地中鋼製壁５の施工においては、ハ
ット形鋼矢板３の施工と、鋼管４の施工と別々に行うことができる。例えば、ハット形鋼
矢板３は、油圧圧入工法により、先に圧入されたハット形鋼矢板３から反力を取って、ハ
ット形鋼矢板３を油圧により静的に圧入するものとしてもよい。また、鋼管４が例えばハ
ット形鋼矢板３毎に配置される場合、すなわち、鋼管４が互いに近接して配置される場合
には、鋼管４をハット形鋼矢板３と同様に油圧圧入工法で静的に圧入することができる。
【００４６】
　また、鋼管４の静的な圧入が困難な場合には、鋼管４をこの鋼管４に接触するハット形
鋼矢板３より先に圧入するものとして、回転圧入工法を適用してもよい。
　また、掘削範囲を略鋼管４の外径の範囲内として、中掘り工法によって鋼管４を施工す
るものとしてもよい。
【００４７】
　地中鋼製壁５を備える盛土の補強構造を新規に構築する盛土に適用する場合は、鋼矢板
および鋼管を所定位置に打設してから盛土を構築してもよいし、逆に盛土を構築してから
鋼矢板と鋼管を打設してもよい。既存の盛土の補強する場合は、鋼矢板および鋼管を打設
する盛土の天端およびその周辺範囲を一旦打設可能にして、鋼矢板と鋼管を打設する。
【００４８】
　地中鋼製壁５を備える盛土の補強構造は、上述のようにハット形鋼矢板３と鋼管４とを
別々に施工できることから、盛土１に振動や衝撃を与える打撃工法やバイブロハンマ工法
を用いたり、盛土１を緩めるような掘削オーガによる広範囲な掘削を行わなくとも、地中
鋼製壁５の施工が可能になる。また、鋼矢板３と鋼管４とをそれぞれ施工していくことに
よって、地中鋼製壁５を設置できるので、従来の盛土の補強構造に対して工期の短縮と工
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費の削減を図ることができる。また、鋼矢板と鋼管とをそれぞれ別個に現場まで運搬する
ことができ、運搬効率もよい。
【００４９】
　図４は、本発明に係る盛土の補強構造の、別の実施形態を示したものである。この実施
形態では、盛土１の堤外側の法肩１ｃに地中鋼製壁５が設置されている。
【００５０】
　この場合には、常時において地中鋼製壁５にかかる土圧としては、地中鋼製壁５の堤内
側から作用する圧力の方は大きい。そこで、高水位時に、地中鋼製壁５の堤外側から作用
する水圧に対して、地中鋼製壁５の剛性に加えて土圧を利用して対抗することができる。
一方、液状化時における、盛土１側から地中鋼製壁５に作用する土圧に対抗できるよう、
鋼管４を壁体２に対して堤体の外側（この実施形態では堤外側）に配置するのが好ましい
。
【００５１】
　また、この実施形態においては、壁体２が十分深く根入れされていれば、地中鋼製壁５
は、堤外側の盛土１の法肩１ｃの位置で、盛土１の下側を通過しようとする浸透流を抑制
する止水壁として機能する。これにより、盛土１の堤外側の法肩１ｃの位置で浸透流が抑
制されるので、盛土１内に浸透した水が溜まるのを防止できる。
【００５２】
　図５は、本発明に係る盛土の補強構造の、別の実施形態を示したものである。この実施
形態では、盛土１の堤内側（陸側）の法肩１ｃ’に地中鋼製壁５を設置している。
【００５３】
　この実施形態では、越流時に、盛土１の堤外側の法面１ｂから盛土１の堤内側の法肩１
ｃ’までの部分の土砂の流出を抑制することができ、土砂の流出が主に堤内側の法面１ｂ
で発生するので、盛土１の損傷を最低限にとどめることが可能になる。これにより、越流
後の復旧を比較的容易にすることができる。
【００５４】
　この実施形態では、液状化時における盛土１側から地中鋼製壁５に作用する土圧および
高水位の水圧に対抗できるよう、鋼管４を壁体２に対して堤体の外側（この実施形態では
堤内側）に配置するのが好ましい。
【００５５】
　また、図４および図５に示すように、盛土１の法肩１ｃに地中鋼製壁５を設置すると、
盛土１の天端を道路としている場合に、道路として使用する部分に地中鋼製壁５が配置さ
れていないので、地震時や洪水時等に置いて盛土１の一部が損傷しても、盛土の天端を道
路として使用できる可能性が高い。すなわち、被災後に盛土１の天端を緊急用の道路とし
て使用できる可能性が高い。なお、従来のように二列の鋼矢板壁の間をタイロッドで連結
した場合には、天端高さ付近のタイロッドが露出してしまうと、車両の通行が不可能にな
る。
【００５６】
　図６は、前述の地中鋼製壁５の変形例である地中鋼製壁５１を示したものである。地中
鋼製壁５においては補強材を鋼管４としたが、図６の地中鋼製壁５１では補強材としてＨ
形鋼６を用いている。地中鋼製壁５１においては、Ｈ形鋼６の一方のフランジ６ｂが、壁
体２の谷側で鋼矢板３のウェブ３ａと接触している。この場合に、壁体２のハット形鋼矢
板３のウェブ３ａと、Ｈ形鋼６のフランジ６ｂとが平行とされ、ハット形鋼矢板３のウェ
ブ３ａと、Ｈ形鋼６のウェブ６ａとが互いに直交する方向に沿っている。
【００５７】
　地中鋼製壁５１は、鋼管４をＨ形鋼６に変更したものであり、それ以外は、地中鋼製壁
５と同様の構成を有するとともに、同様の作用効果を奏する。なお、Ｈ形鋼６は、回転圧
入することができないので、例えば、油圧圧入工法によって盛土１に圧入される。
【００５８】
　図７から図９は、前述の地中鋼製壁５の別の変形例である地中鋼製壁５２を示したもの
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である。ハット形鋼矢板３からなる壁体２の頭部と鋼管４の頭部とはコンクリート７で連
結されている。
【００５９】
　図７から図９に示される地中鋼製壁５２では、ハット形鋼矢板３と鋼管４とは接してお
らず、これらの間に間隔があけられた状態になっている。また、鋼管４の径は、ハット形
鋼矢板３の幅（有効幅）よりも狭くなっている。この鋼管４は、その一部がハット形鋼矢
板３で構成される壁体２の一方の側面の谷部分になる凹部に入り込んだ状態になっている
。
【００６０】
　複数のハット形鋼矢板３は、その継手３ｄどうしを連結して一列に並べられて上述の壁
体２を構築している。壁体２の頭部と鋼管４の頭部とはコンクリート７により連結されて
いる。コンクリート７は、壁体２の頭部と鋼管４の頭部とを巻き込むように打設されてい
る。
【００６１】
　壁体２の頭部と鋼管４の頭部とは、コンクリート７での連結に加えて、さらに鋼材や形
鋼からなる枕材、鋼板等の板材等の連結部材を用いて連結されていてもよい。これら鋼材
、鋼板、形鋼等は、溶接やボルトによる締結によって、ハット形鋼矢板３の頭部および鋼
管４の頭部の両方に接続される。
【００６２】
　ハット形鋼矢板３からなる壁体２と鋼管４とは、前述の地中鋼製壁５と同様に略接して
いてもよいし、図７から図９に示されるように離れていてもよい。壁体２と鋼管４とが接
していると、荷重伝達の際に前述した重ね梁構造の利点を併せ持つことになる。一方、壁
体２と鋼管４とが接するように施工する際に、両者の接触による変形、振動、騒音等の懸
念により、状況によってはどちらかの施工方法が制約される可能性がある。
【００６３】
これに対し、壁体２と鋼管４とが例えば５０ｍｍ程度以上離れた構造であれば、施工時に
おける前述のような懸念がなく、施工しやすい。なお、両者の間隔は、十分に荷重が伝達
される限りでもっと大きくてもよいが、壁体２の頭部と鋼管４の頭部のとの連結にかかる
コストや、地中鋼製壁５全体の厚さ等を考慮すると、壁体２としての凹凸（山と谷と）を
繰り返す波板状の矢板壁の谷側の凹部内に鋼管４の少なくとも一部が入り込んだ状態にな
る間隔が好ましい。
【００６４】
　この場合、例えば、ハット形鋼矢板３の型式等によって凹部の深さ（ウェブ３ａとアー
ム３ｃとの間のこれらに直交する方向に沿った距離）が異なるが、例えば、９００ｍｍ幅
のハット形鋼矢板の場合、凹部の深さは２００ｍｍから３００ｍｍ程度なので、鋼管４と
壁体２のハット形鋼矢板３のウェブ３ａとの間隔をそれ以下とすることが好ましい。
【００６５】
　地中鋼製壁５２においては、壁体２の頭部と、鋼管４の頭部とが連結されているので、
壁体２と鋼管４との間で荷重伝達が可能であり、地中鋼製壁５２が受ける土圧や水圧を、
壁体２と鋼管４とが分担して受けることになる。また、壁体２の頭部と、鋼管４の頭部と
が連結されているので、鋼管４と壁体２との鉛直方向の位置ずれを防止することができる
。以上のことから、地中鋼製壁５２では、鋼管４で補強された壁体２に発生する曲げモー
メントを単独の鋼矢板壁よりも減少させることができる。
【００６６】
　地中鋼製壁５２における壁体２と鋼管４との位置関係は、前述した地中鋼製壁５と同様
に、ハット形鋼矢板３側（鋼管４に面する面とは反対側）から土圧や水圧を受ける構造と
するのが好ましい。例えば、図１における地中鋼製壁５に代わって、図７～９の地中鋼製
壁５２を適用する場合、鋼管４は、壁体２より堤内側に位置するのが好ましい。壁体２で
受けた土圧や水圧を、圧縮力として鋼管４に荷重を伝達することになり、コンクリート７
の特性を十分に活用することができる。
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【００６７】
ただし、壁体２の頭部と鋼管４の頭部とが連結されていることから、コンクリート７およ
び連結部材によって荷重が伝達できれば、壁体２の土圧がかかる側に鋼管４を配置しても
、その反対側に鋼管４を配置しても地中鋼製壁５２の曲げモーメントを減少させることが
できる。すなわち、この場合は、壁体２に対する鋼管４の配置の自由度が高く、地中鋼製
壁５２の設計に際し、土圧や水圧の方向によって壁体２に対する鋼管４の配置が制限され
ない。
【００６８】
　また、地中鋼製壁５，５１の場合と同様に、全てのハット形鋼矢板３に鋼管４を配置す
る必要はなく、例えば、鋼管４を一つおきや二つおきのハット形鋼矢板３毎（一つおきや
二つおきの凹部毎）に、配置するものとしてもよい。但し、鋼管４が壁体２の長手方向に
沿って並べられた状態で、鋼管４の配置が略均等になっていることが好ましい。
【００６９】
　壁体２の凹部の外側に鋼管４が配置される場合には、打設スペースは大きくなるものの
鋼管４の配置が壁体２の凹部の配置（ハット形鋼矢板３の配置）に規制されないので、壁
体２のハット形鋼矢板３の有効幅に関係なく、鋼管４の壁体２に沿った間隔を自由に設定
することができる。例えば、鋼管４の中心間の間隔を、壁体２のハット形鋼矢板３の有効
幅より狭くしてもよいし、広くしてもよい。
【００７０】
　地中鋼製壁５２の施工方法は、壁体２を構成するハット形鋼矢板３と、補強材になる鋼
管４の打設については、前述の地中鋼製壁５と同様でよい。これらを打設した後、壁体２
の頭部と鋼管４の頭部とを巻き込むようにコンクリート７を打設する。コンクリート７の
打設前に、前述した枕材や板材を連結部材として、壁体２の頭部と鋼管４の頭部とを連結
してもよい。
【００７１】
　地中鋼製壁５２における壁体２（ハット形鋼矢板３）と鋼管２との長さや根入れ深さの
関係やその他の構成のバリエーションおよびそれらの作用効果については、地中鋼製壁５
で説明したものと同様である。
【００７２】
　図１０に示す地中鋼製壁５３は、地中鋼製壁５２の補強材としての鋼管４をＨ形鋼６に
変えたものである。Ｈ形鋼６は、ハット形鋼矢板１が連接された壁体２の長手方向に沿っ
て、第１実施形態の鋼管４の場合と同様に間隔をあけて一列に並んで配置されている。Ｈ
形鋼６は、壁体２の長手方向に対して、ウェブ６ａが直交するように配置されている。し
たがって、フランジ６ｂは、壁体２の長手方向に平行になっている。この壁体２の頭部と
、Ｈ形鋼６の頭部とがコンクリート７（図１０では図示されない）連結されている。
【００７３】
図１０では、Ｈ形鋼６と壁体２との間には、第１実施形態の鋼管４の場合と同様に間隔が
設けられているが、前述の地中鋼製壁５１と同様に、Ｈ形鋼６のフランジ６ｂとハット形
鋼矢板３のウエブ３ａとが略接していてもよい。Ｈ形鋼６と壁体２との間に間隔が設けら
れていると、Ｈ形鋼６として、フランジ６ｂの幅がＨ形鋼３のウエブ３ａの幅よりも少し
大きいものを使用することもできる。
【００７４】
　壁体２の長さとＨ形鋼６の長さとの関係、壁体２に対するＨ形鋼６の配置（壁体２とＨ
形鋼６の間隔を含む）等の補強材を鋼管４に代えてＨ形鋼６とした以外の構成は、地中鋼
製壁５２と同様とすることができる。
【００７５】
　鋼製壁３３の施工方法においては、Ｈ形鋼６を中掘り工法や回転圧入工法で施工するこ
とができないことを除いて、地中鋼製壁５２の施工方法と同様とすることができる。
　この地中鋼製壁５３においても、地中鋼製壁５２とほぼ同様の作用効果を奏することが
できる。
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【００７６】
　なお、壁体２を構成する鋼矢板は、ハット形鋼矢板３に限られるものではなく、Ｕ形鋼
矢板、Ｚ形鋼矢板等の他の鋼矢板を用いてもよい。また、本発明に係る盛土の補強構造と
して、さらに法面が被覆されていたり、法尻部分に矢板壁が設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
１　　　　盛土
１ａ　　　天端
１ｃ、１ｃ’　　　法肩
２　　　　壁体
３　　　　鋼矢板
４　　　　鋼管（補強材）
５　　　　地中鋼製壁
５１　　　地中鋼製壁
５２　　　地中鋼製壁
５３　　　地中鋼製壁
６　　　　Ｈ形鋼（補強材）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】
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