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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する盛土の略天端の範囲内に盛土の連続方向に沿って二列に地中鋼製壁体が設けら
れ、
　前記地中鋼製壁体は鋼矢板もしくは鋼管矢板である矢板を連結して構成され、
　少なくとも一列の前記地中鋼製壁体において、当該地中鋼製壁体を構成する前記矢板の
一部として、他の矢板より短い短尺矢板が含まれ、
　前記短尺矢板が間隔をあけて配置され、これら短尺矢板どうしの間に複数の前記矢板が
配置され、
　前記矢板が支持地盤に根入れされ、
　前記短尺矢板の下端の高さ位置が盛土の下端の高さ位置もしくはその近傍となっている
ことを特徴とする盛土の補強構造。
【請求項２】
　前記盛土は河川等の堤防となるものであって、
　河川等から遠い側の前記地中鋼製壁体を構成する前記矢板の一部として他の矢板より短
い矢板が含まれていることを特徴とする請求項１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、道路・鉄道盛土等の河川、道路、鉄道等に沿って長く延在す



(2) JP 5407995 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

る盛土の補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、日本では大地震が頻繁に発生し、さらに、近い将来幾つかの大地震の到来が予測
されており、河川堤防などの盛土構造物では、地震により基礎地盤が液状化することによ
る堤体の亀裂や沈下などの被害が懸念される。
【０００３】
　盛土構造物の地震対策としては、盛土法尻（法面下端部）を地盤改良や鋼矢板で締切る
補強工法が適用されることが多いが、想定外の集中豪雨などで急激に水位が上昇すること
による浸透破壊や、越水による破堤を防止する目的で、堤体内に鋼矢板を設置し複合構造
とする研究が行われている
【０００４】
　このような工法として、堤体（盛土）内の左右の法肩部（法面上端部）に、それぞれ、
堤体の連続方向に沿って鋼矢板を打設することにより、二重の鋼矢板壁を設置し、左右の
鋼矢板壁の頭部をタイロッドで結合するものが提案されている（例えば、特許文献１参照
）。この工法によれば、地震時に堤体の沈下を抑制し、さらに、遮水性に優れる鋼矢板が
堤体高さを確保することにより、高水時の浸透破壊と越水による破堤を防止でき、盛土構
造物の補強として効果的な工法である。
【０００５】
　このような盛土、河川側の水は、二重の鋼矢板壁の下端を廻り込むように堤内側へ浸透
するが、雨水など二重の鋼矢板壁内に流入する水は排水されず貯留することが懸念される
。そこで、二重の鋼矢板壁の少なくとも片方の鋼矢板に透水性を持たせることで、二重の
鋼矢板壁内の水を常時排水することを可能とする堤防の補強構造が提案されている（例え
ば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１３４５１号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前記特許文献２では、鋼矢板壁に透水性を持たせる構造として以下のような
様々な提案がなされている。例えば、鋼矢板壁に透水性を持たせる構成として、孔の開い
た透水性鋼矢板を用いる例が示されている。また、鋼矢板壁の上部だけ継手の無い鋼矢板
を用いて鋼矢板壁を設けることで、鋼矢板壁上部では、鋼矢板同士の連結部に間隙ができ
、この間隙により鋼矢板壁に透水性を持たせる例が示されている。また、鋼矢板の全長に
渡って継手の無い構造とし、鋼矢板どうしの接合部では、鋼矢板どうしが略接触した状態
であるが、止水性が確保できない構造とし、鋼矢板壁全体としては透水性を有する構造と
なる例が示されている。
【０００８】
　また、二重の鋼矢板壁のうちの一方の鋼矢板壁において、鋼矢板どうしを連結せずに、
互いに間隔をあけて配置し、各鋼矢板を他方の鋼矢板壁に水平な連結部材で連結すること
により、高い透水性を有する構造とする例が示されている。また、同様に二重の鋼矢板壁
のうちの一方の鋼矢板壁において、鋼矢板どうしを連結せずに、互いに間隔をあけて配置
し、各鋼矢板を、堤防の長さ方向に沿って水平に配置されたＨ形鋼で固定することにより
、高い透水性を有する構造となる例が示されている。
【０００９】
　ここで、透水性鋼矢板は、鋼矢板に穴あけ加工を施すことにより、コストが高くなる。
　また、鋼矢板の上部側に堤防の長さ方向に沿った間隙を有する構造では、地震時および
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越水時に間隙から盛土内の土砂が流出する虞がある。
　また、隣り合う鋼矢板が連結されていない状態や、隣り合う鋼矢板の上部が連結されて
いない状態では、連結した場合に比較して地震時の抵抗力の低下を招いてしまう。
【００１０】
　本発明は、二重の鋼矢板壁等の地中鋼製壁体で盛土を補強する構造において、土砂の流
出を抑制しつつ、二重の鋼矢板壁の間を常時排水可能とすることができる盛土の補強構造
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】
【００１１】
　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、連続する盛土の略天
端の範囲内に盛土の連続方向に沿って二列に地中鋼製壁体が設けられ、前記地中鋼製壁体
は鋼矢板もしくは鋼管矢板である矢板を連結して構成され、少なくとも一列の前記地中鋼
製壁体において、当該地中鋼製壁体を構成する前記矢板の一部として、他の矢板より短い
短尺矢板が含まれ、
　前記短尺矢板が間隔をあけて配置され、これら短尺矢板どうしの間に複数の前記矢板が
配置され、
　前記矢板が支持地盤に根入れされ、
　前記短尺矢板の下端の高さ位置が盛土の下端の高さ位置もしくはその近傍となっている
ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項１に記載の発明においては、たとえば、支持地盤まで根入れされる長い矢板（鋼
矢板および鋼管矢板）からなる鋼（管）矢板壁（地中鋼製壁体）において、壁体を構成す
る矢板の一部が短尺矢板であることにより、短尺矢板の左右に配置される通常の矢板の間
に間隙ができることになり、この部分で透水性を確保し、二列の地中鋼製壁体の間の地盤
の排水性を確保することができる。
【００１３】
　この場合に、矢板と短尺矢板の頭部（上端部）が略同じ位置となるので、地中鋼製壁体
の下部に間隙ができることになり、盛土部分で地中鋼製壁体に間隙がある場合のような土
砂の流出は起こり難い。特に越水による影響を受け難い。したがって、土砂の流出を防止
しつつ二列の地中鋼製壁体間の排水性を確保することができる。また、短尺矢板を含む全
ての矢板が連結されており、短尺矢板が一部に用いられていても、地震や洪水等に対する
耐力を保持することができる。
　また、短尺矢板の下端位置が盛土の下端の高さ位置もしくはその近傍となっているので
、盛土部分の２列の地中鋼製壁体の間に溜まる水を円滑に排水することができる。
【００１４】
　請求項２に記載の盛土の補強構造は、請求項１に記載の発明において、前記盛土は河川
等の堤防となるものであって、河川等から遠い側の地中鋼製壁体を構成する矢板の一部と
して他の矢板より短い矢板が含まれていることを特徴とする
。
　ここで、河川等の堤防とは、河川の堤防はもちろん、貯水池、湖沼、海岸等の堤防も含
むものとする。
【００１５】
　請求項２の発明においては、河川等の堤防において、二列の地中鋼製壁体間の排水を河
川等と反対側に向けて行うことができる。なお、あわせて、河川に近い側も短尺矢板を適
用した地中鋼製壁体としてもよいが、河川等からの入水があるため，河川等から遠い側よ
りも排水効果が小さく、また短尺矢板を多く使うと河川等の入水に対する地中鋼製壁体と
しての遮水効果が薄れる。そのため、河川等に近い側の地中鋼製壁体には、短尺矢板を用
いなくてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明によれば、地中鋼製壁体を構成する通常の長さの矢板に混ぜて短尺矢板が用いら
れるので、短尺矢板を挟むように配置される矢板どうしの間で、かつ、短尺矢板の下側に
間隙ができ、この間隙を用いて二列の地中鋼製壁体の間に溜まる水を排水することができ
る。また、鋼矢板壁の下部側に間隙ができることから、盛土の高さ位置に広い上下範囲で
間隙が形成される場合よりも、地震時や洪水時に盛土の土砂の流出を抑制できる。以上の
ことから盛土の土砂の流出を抑制しつつ、二列の地中鋼製壁体の間の排水を可能とするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【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に用いられる透水性を有する地中鋼製壁体を示す概略図であ
る。
【図３】（ａ）は前記盛土の補強構造の概略断面図であり、（ｂ）は前記地中鋼製壁体の
概略図である。
【図４】（ａ）は前記盛土の補強構造の変形例の概略断面図であり、（ｂ）は前記地中鋼
製壁体の変形例の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
　図１から図３に示すように、この実施形態の盛土の補強構造は、例えば、河川の堤防、
道路・鉄道盛土等の盛土を補強するためのものであるが、河川の堤防を例に取って説明す
る。河川の堤防としての盛土１の左右には法面１ａが形成されている。また、盛土１の図
中盛土１の左側が河川７となる。
　この盛土１の補強構造においては、盛土１の略天端１ｃの範囲内に鋼矢板４（鋼管矢板
を含む）を連結した鋼矢板壁からなる地中鋼製壁体２、３が設置されている。なお、略天
端１ｃの範囲内には、天端１ｃより少し外側となる法面１ａの上端部である法肩１ｂ部分
も含まれる。
【００２１】
　地中鋼製壁体２、３を構成する鋼矢板４は盛土１と、その直下の基礎地盤５を貫通し、
支持地盤に根入れされる深さを持ち、盛土１の連続方向（長さ方向）に沿って連続的に設
置されている。地中鋼製壁体２、３の頭部（上端部）は、盛土１の天端１ｃの高さ付近と
なる高さに位置している。この盛土１の補強構造においては、盛土１中に、二列に設けら
れた地中鋼製壁体２，３で締め切られた地盤からなる構造骨格部６が形成されている。
　また、二列の地中鋼製壁体２，３の上端部間には、タイロッド９等の連結部材が架け渡
されて、その両端部がそれぞれ地中鋼製壁体２，３に固定されている。また、タイロッド
９は、盛土１の長さ方向に間隔をあけて複数配置されている。なお、連結部材を設けない
構成としてもよい。
【００２２】
　この盛土の補強構造において、二列の地中鋼製壁体２、３の間に雨水等の水が溜まるの
を防止するために、二列の地中鋼製壁体２、３のうちの河川７から遠い側（堤防の内側）
の一方の地中鋼製壁体３を透水性を有するものとしている。
　また、一方の地中鋼製壁体３には、上述の支持地盤まで根入れされる長さの鋼矢板４に
加えて盛土１の高さ（下端（地表面）から天端まで）とほぼ同じ長さの短い鋼矢板として
短尺鋼矢板８が用いられている。
【００２３】
　短尺鋼矢板８を含む地中鋼製壁体３は、各短尺鋼矢板８が間隔をあけて配置され、これ
ら短尺鋼矢板８どうしの間に複数本の鋼矢板４が配置されている。すなわち、鋼矢板４か
らなる鋼矢板壁において、例えば、１０ｍ～２０ｍおきに鋼矢板４に代えて短尺鋼矢板８
が配置されている。また、鋼矢板４は、短尺鋼矢板８を含めてそれぞれ一列に継手で連結
されて鋼矢板壁としての地中鋼製壁体３を構成するものであり、この地中鋼製壁体３にお
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いて、短尺鋼矢板８は左右の鋼矢板４に連結されている。
【００２４】
　なお、短尺鋼矢板８の配置間隔が狭くなると、例えば、１０ｍ程度より狭いと、地中鋼
製壁体３の地震時の抵抗力の低下を招く虞がある。すなわち、地中鋼製壁体３に含まれる
短尺鋼矢板８の個数が多くなると、地震等による外力に対する抵抗力が減少する虞がある
。また、短尺鋼矢板８の間隔が広くなると、例えば、２０ｍ程度より広いと、広い範囲の
水の排水による流れが短尺鋼矢板８の部分に集中することになり、盛土１の浸透破壊が生
じる懸念がある。
　但し、鋼矢板４の剛性や鋼矢板４および短尺鋼矢板８の根入れ長さや基礎地盤および支
持地盤の状況によっても、適切な短尺鋼矢板８の間隔が変化する可能性があり、必ずしも
１０ｍから２０ｍが適切な間隔とはいえず、それより短い範囲や長い範囲が適切な間隔と
なる可能性がある。
【００２５】
　この実施形態においては、盛土１の下側の盛土１を支持している基礎地盤５の透水性が
盛土１の透水性よりかなり悪い状況を想定したもので、短尺鋼矢板８の下端の高さ位置が
盛土１の下端の高さ位置ｈより少し高く設定されている。
　短尺鋼矢板８の下端が、基礎地盤５より高く、必要な透水性を見込める盛土１の下端よ
り少し上に配置されているので、図３（ａ）に示すように短尺鋼矢板８の下端より下で、
基礎地盤５より上の盛土１下端部からの排水が可能となる。
【００２６】
　図１の矢印に示すように、この排水の流れと同様に地震時や洪水時に盛土１の土砂の一
部が短尺鋼矢板８の下端から流出することが懸念されるが、盛土１の高さの多くの部分を
含むように地中鋼製壁体に間隙がある場合に比較して、流出する土砂の量を少ないものと
することができる。また、この場合に短尺鋼矢板８の配置間隔を広くすることで、流出す
る土砂量の低減を図ることができる。
　ここで、基礎地盤５の透水性が盛土の透水性に比べてそれほど悪くない状況、すなわち
、基礎地盤５の透水性が比較的高く、盛土１側に染み込んだ水を基礎地盤５を通じて排水
可能ならば、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、短尺鋼矢板８の下端の高さ位置を盛土１
の下端より低い位置に配置することが好ましい。
【００２７】
　この場合に、基礎地盤５にある程度の透水性が見込めることから、短尺鋼矢板８により
形成される間隙の上端の高さ位置が盛土１の下端部より低くても、二列の地中鋼製壁体２
，３の間に溜まる雨水を排水可能となるとともに、盛土１部分の土砂の流出を確実に防止
することが可能となる。
　以上のように短尺鋼矢板８の下端位置は、基礎地盤５の透水性に基づいて決めることが
好ましく、基礎地盤５の透水性が盛土１よりかなり低い場合には、短尺鋼矢板８の下端の
高さ位置を盛土１の下端（基礎地盤５の上面）より少し高く設定し、基礎地盤５の透水性
が盛土１の透水性に対してそれほど悪くない場合に、盛土１の下端より低く設定する。
　これにより、地震時や洪水時の盛土１の土砂の流出量のさらなる低減を図ることができ
る。
【００２８】
　以上のような盛土の補強構造においては、地中鋼製壁体３に排水のための間隙を形成す
るものとしても、盛土１の土砂の流出を抑制することができるので、盛土１の土砂の流出
を抑制しつつ二列の地中鋼製壁体３内の排水性を高めることができる。
　また、通常の鋼矢板４に加えて短尺鋼矢板８が用いられることになるが、基本的に長さ
の違い以外は、鋼矢板４と短尺鋼矢板８は同じ鋼矢板であり、短尺鋼矢板８を製造するの
に、鋼矢板４より製造コストが高くなることはない。したがって、透水孔を有する透水性
鋼矢板を用いる場合よりもコストの低減を図ることができる。
【００２９】
　また、通常の鋼矢板壁に対して、この実施形態の鋼矢板壁は、鋼矢板４の一部を短尺鋼
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矢板８に代えた構成であり、短尺鋼矢板８を使用する数だけ、鋼矢板４の重量から短尺鋼
矢板８の重量を差し引いた鋼材の重量が減少することになる。これにより鋼材費や施工費
のコストダウンを図ることができる。
【００３０】
　また、地中鋼製壁体２に用いられる鋼矢板４および短尺鋼矢板８は、Ｕ形鋼矢板、ハッ
ト形鋼矢板、鋼管矢板、Ｚ形鋼矢板等を用いることができる。
【符号の説明】
【００３１】
１　　　　盛土
１ｃ　　　天端
２　　　　地中鋼製壁体
３　　　　地中鋼製壁体
４　　　　鋼矢板（矢板）
８　　　　短尺鋼矢板（他の矢板より短い矢板）

【図１】 【図２】
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