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(57)【要約】
【課題】　従来の地下水排除構造は、埋土６から砂利等
５を介して単に暗渠配水管４に浸透して来る地下水を集
める構造になっているため、効率よく確実に地下水を集
めることができず、排水性能が低かった。
【解決手段】　盛土３１中の山側から谷側に向かう地下
水の流れは、所定の間隔を設けて盛土３１中に埋設され
た壁体３２間の通水空間４１によって断ち切られ、地下
水は、盛土３１中に形成されて確保された通水空間４１
を通って暗渠４０に導かれる。このため、本構造は、広
い範囲の地下水を面状で集水することが可能で、高い排
水性能を呈する。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の間隔を設けて盛土中に埋設された壁体と、この壁体間で盛土の深さ方向に形成さ
れた通水空間と、この通水空間に通じる流路を有した暗渠とを備えて構成される地下水排
除構造。
【請求項２】
　前記通水空間に盛土より透水性が高い透水性物体が敷設されていることを特徴とする請
求項１に記載の地下水排除構造。
【請求項３】
　盛土中に埋設された地下水を堰き止める壁体と、この壁体によって堰き止められた地下
水が流入する流路を有した暗渠とを備えて構成される地下水排除構造。
【請求項４】
　前記壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体が取り付けられ、前記透水性物体を
経た地下水を前記流路に流入させることを特徴とする請求項３に記載の地下水排除構造。
【請求項５】
　前記流路の近傍に盛土より透水性が高い透水性物体を備え、前記壁体により堰き止めら
れた地下水を前記透水性物体によって集水して前記流路に流入させることを特徴とする請
求項３に記載の地下水排除構造。
【請求項６】
　前記壁体および前記暗渠は、前記壁体と前記暗渠とが一体成型されて構成されている、
または別々に製作された前記壁体と前記暗渠とが一体化させられて構成されていることを
特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項７】
　前記壁体は、コンクリートで構築されていることを特徴とする請求項１から請求項６の
いずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項８】
　前記壁体は、土に固化材または固化剤が混合されて形成された改良土で構築されている
ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項９】
　前記壁体は、土またはその代替物が拘束されて成る資材が積み上げられて構築されてい
ることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項１０】
　前記壁体は、盛土中に補強材が敷設されて補強された盛土補強土壁によって構築されて
いることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項１１】
　前記流路は、前記暗渠の表面に形成された開口、または前記暗渠を形成する材料の透水
性によって構成されていることを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項に記
載の地下水排除構造。
【請求項１２】
　前記暗渠は、上面に突出部を備えていることを特徴とする請求項１から請求項１１のい
ずれか１項に記載の地下水排除構造。
【請求項１３】
　前記暗渠の上面に前記透水性物体の下端部を係止する係止手段を備えていることを特徴
とする請求項２または請求項４に記載の地下水排除構造。
【請求項１４】
　地下水排除構造を土中に埋設する際に掘削された掘削土が前記改良土または前記資材ま
たは前記盛土に用いられていることを特徴とする請求項８または請求項９または請求項１
０に記載の地下水排除構造。
【請求項１５】
　前記資材は、土またはその代替物が包装体で拘束補強されて形成され、包装体を構成す
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る材料の引っ張り強さに応じて包装体から受ける最大拘束応力に基づいて圧縮耐力が求め
られ、求められたこの圧縮耐力に基づいて圧縮耐力に関する性能表示が行われていること
を特徴とする請求項９に記載の地下水排除構造。
【請求項１６】
　前記資材は、土またはその代替物が包装体で拘束補強されて形成され、包装体を構成す
る材料の引っ張り強さに応じて包装体から受ける最大拘束応力に基づいて発現する最大剪
断強度が求められ、求められたこの最大剪断強度に基づいて剪断耐力に関する性能表示が
行われていることを特徴とする請求項９に記載の地下水排除構造。
【請求項１７】
　前記壁体は、前記暗渠の下方の部分が遮水性を有している、または、上方の部分より透
水性が低いことを特徴とする請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の地下水排除
構造。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、盛土中の地下水を暗渠に集めて排除する地下水排除構造に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の地下水排除構造としては、例えば、非特許文献１に開示された地下排水
溝がある。このような地下排水溝は、盛土の場合で地山に沿って流下する地下水などを排
除するのに用いられる。その施工の際には、まず、図１に示すように、地山の谷筋におけ
る盛土１が掘削され、掘削孔２が形成される。この掘削孔２の底部には防水シート３が敷
かれ、防水シート３上に暗渠配水管４が敷設される。暗渠配水管４の周囲は砂利等５によ
って覆われ、その上に埋土６が被されることにより、掘削孔２は埋められる。地山に沿っ
て流下し、盛土１に浸透した地下水は、暗渠配水管４に集められて排水される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「宅地防災マニュアルの解説」，株式会社ぎょうせい，平成１９年１２
月，宅地防災研究会，VII.6 のり面排水工の設計・施行上の留意事項
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、非特許文献１に開示された上記従来の地下水排除構造は、掘削孔２が埋
土６で埋め戻されているため、暗渠配水管４の維持管理のために暗渠配水管４の状態を確
認するには、再度、埋土６を掘り返さなければならない。このため、上記従来の地下水排
除構造は、暗渠配水管４の維持管理に多大な労力および費用が必要とされた。
【０００５】
　また、上記従来の地下水排除構造は、年月の経過に伴い、地下水と共に流入する土粒子
によって暗渠配水管４の周囲の砂利等５や埋土６が目詰まりし、地下水の暗渠配水管４へ
の集水機能が低下した。
【０００６】
　また、上記従来の地下水排除構造は、埋土６から砂利等５を介して暗渠配水管４に単に
浸透して来る地下水を集める構造になっているため、効率よく確実に地下水を集めること
ができず、排水性能が低かった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、所定の間隔を設けて盛土中
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に埋設された壁体と、この壁体間で盛土の深さ方向に形成された通水空間と、この通水空
間に通じる流路を有した暗渠とを備えて地下水排除構造を構成した。
【０００８】
　この構成によれば、盛土中の山側から谷側に向かう地下水の流れは、所定の間隔を設け
て盛土中に埋設された壁体間の通水空間によって断ち切られ、地下水は、盛土中に形成さ
れて確保された通水空間を通って暗渠に導かれる。このため、本構造は、広い範囲の地下
水を面状で集水することが可能で、高い排水性能を呈する。
【０００９】
　また、地下水と共に流入する土粒子は、山側の壁体によって遮断され、通水空間へ侵入
しなくなるので、目詰まりを起こすことはなく、暗渠の集水機能が低下することはない。
従って、特に、目詰まりしやすい土質の盛土地盤に対して有効に適用できる。
【００１０】
　また、例えば、地下水の水量が多い地盤では、地下水排除構造の通水空間を大きく設計
し、地下水の水量が少ない地盤では、地下水排除構造の通水空間を狭く設計することによ
り、地下水の水量に応じて、盛土の上下および敷設延長方向に自由に連続した通水空間を
形成することでき、地下水の集排水の効率が向上する。また、施工場所の地下水の状況ま
た土質、および壁体の高さに応じて壁体の様々な構造を適用することができる。
【００１１】
　また、本発明は、通水空間に盛土より透水性が高い透水性物体が敷設されていることを
特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、地盤内の応力によって壁体に変形が生じた場合においても、通水空
間に盛土より透水性が高い透水性物体が敷設されているため、通水空間の容積が確実に確
保されて地下水排除構造の形状保持性能はより高くなる。また、盛土の上下方向および敷
設延長方向への連続性を維持できるため、多少通水空間が深さ方向に垂直な左右方向など
に変形した場合でも、通水空間の地下水を確実に暗渠へ導くことが可能となり、地下水の
集排水の効率が向上する。
【００１３】
　また、本発明は、盛土中に埋設された地下水を堰き止める壁体と、この壁体によって堰
き止められた地下水が流入する流路を有した暗渠とを備えて地下水排除構造を構成した。
【００１４】
　この構成によれば、盛土中に埋設された地下水を堰き止める壁体を設けずに、地下水が
流入する流路を有した暗渠のみで構成された地下水排除構造に比べて、壁体が山側から谷
川へ向けて流れる地下水の流れを堰き止めて、この堰き止められた地下水が暗渠に流入す
るため、効率よく確実に地下水を集排水することができる。
【００１５】
　また、暗渠の流末の排水処理能力の都合により集水された地下水を一度に多く排水出来
ない場合、このように意図的に、壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体を配置さ
せずに集水能力を低下させて、壁体により盛土地盤内に地下水を貯留して排水量の調整を
図ることができる。
【００１６】
　また、山側の壁体と谷側の壁体とによって通水空間を形成する構成に比べてより安価に
構築できる。また、目詰まりしやすい土質の盛土地盤に対しては、山側の壁体と谷側の壁
体とによって通水空間を形成する上記の構成を地下水排除構造として適用し、目詰まりす
る恐れのない透水性の高い盛土地盤に対しては、盛土中に埋設された地下水を堰き止める
壁体を備えた本構成を地下水排除構造として適用できるので、この２つの構造を使い分け
ることにより、より効率的で経済的な地下水排除構造を提供できる。
【００１７】
　また、本発明は、壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体が取り付けられ、透水
性物体を経た地下水を流路に流入させることを特徴とする。
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【００１８】
　この構成によれば、壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体が取り付けられてい
ない構造に比べて、盛土より透水性が高い透水性物体が取り付けられている壁体の壁面全
体から、より効率的に広い範囲で地下水を集水できる。
【００１９】
　また、透水性物体が壁体の壁面に取り付けられるため、壁体を用いずに透水性物体を単
独で盛土中に埋設して地下水排除構造を構成する場合に比べて、透水性物体が敷設しやす
いため、地下水排除構造を施工する作業効率が向上する。また、透水性物体は、長期間の
使用時に地盤の圧力により変形することも少なく、地下水伝達経路の耐久性が増し、経済
的で信頼性の高い地下水排除構造が提供される。
【００２０】
　また、暗渠の流末の排水処理能力の都合により集水された地下水を一度に多く排水出来
ない場合、意図的に、壁体の壁面に配置された、盛土より透水性が高い透水性物体の量を
調整して意図的に集水能力を低下させて、壁体により盛土地盤内に地下水を貯留して排水
量の調整を図ることができる。
【００２１】
　また、本発明は、流路の近傍に盛土より透水性が高い透水性物体を備え、壁体により堰
き止められた地下水を透水性物体によって集水して流路に流入させることを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、壁体の壁面によって堰き止められた地下水は、盛土より透水性が高
い透水性物体により広範囲に吸収されて暗渠へ流される。このため、例えば、地下水の水
位が低い場合、または、地山の傾斜が緩い場合、または暗渠付近の地山が部分的に平地・
窪地となっているような場合、特に効率よく地下水を集排水することが可能になる。
【００２３】
　また、本発明は、壁体および暗渠が、壁体と暗渠とが一体成型されて構成されている、
または別々に製作された壁体と暗渠とが一体化させられて構成されていることを特徴とす
る。
【００２４】
　この構成によれば、壁体と暗渠とが一体となって形成されているので、壁体と暗渠とを
別々に埋設して地下水排除構造を作成する場合に比べて作業時間を短くすることができ、
速やかに地下水排除構造を構成することができる。また、壁体と暗渠とが一体となって形
成されているので、地盤の圧密沈下や地震時などの地盤内に応力が発生した場合に壁体と
暗渠とが分離せず、この地下水排除構造の耐久性が増す。
【００２５】
　また、本発明は、壁体が、コンクリートで構築されていることを特徴とする。
【００２６】
　この構成によれば、壁体がコンクリートで構築されているので、壁体の壁面によって堰
き止められた地下水を透過させることがない、透水性の低い、つまり遮水性の高い壁体が
提供される。
【００２７】
　また、本発明は、壁体が、土に固化材または固化剤が混合されて形成された改良土で構
築されていることを特徴とする。
【００２８】
　この構成によれば、壁体が、土に固化材または固化剤が混合されて形成された改良土で
構築されているので、壁体の壁面によって堰き止められた地下水を透過させることがない
、透水性の低い壁体が提供される。
【００２９】
　また、本発明は、壁体が、土またはその代替物が拘束されて成る資材が積み上げられて
構築されていることを特徴とする。
【００３０】
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　この構成によれば、壁体が、土またはその代替物が拘束されて成る資材が積み上げられ
て構築されているので、暗渠や通水空間の状態を確認するには、積み上げた資材を一時的
に退かすことで行える。このため、従来のように暗渠の周辺の盛土を掘り返したり、埋め
戻す作業が不要になり、暗渠や通水空間の維持管理が容易にかつ安価に行えるようになる
。
【００３１】
　また、地盤の圧密沈下や地震時などの地盤内に応力が発生した場合、資材が積み上げら
れた壁体は、地盤と同様に動くため追従性に優れ、局所的に応力が集中せず耐震性能に優
れた地下水排除構造が提供される。また、資材が積み上げられて壁体が構築されるので、
壁体の曲線施工も容易に可能である。
【００３２】
　また、本発明は、壁体が、盛土中に補強材が敷設されて補強された盛土補強土壁によっ
て構築されていることを特徴とする。
【００３３】
　この構成によれば、壁体の壁面を水平方向に引き抜こうと作用する土圧に、盛土内に配
置した補強材の引き抜き抵抗力が対向して釣り合いが保たれ、土留め効果が発揮されて壁
体が維持形成される。また、盛土を補強材の敷設によって補強して壁体を構成できるので
、効率的により高い壁体を構築することができる。
【００３４】
　また、地盤の圧密沈下や地震などによって地盤内に応力が発生した場合、盛土中に補強
材が敷設されて補強された盛土補強土壁からなる壁体は、地盤と同様に動くために追従性
に優れ、局所的に応力が集中せず、耐震性能に優れた地下水排除構造が提供される。
【００３５】
　また、本発明は、流路が、暗渠の表面に形成された開口、または暗渠を形成する材料の
透水性によって構成されていることを特徴とする。
【００３６】
　この構成によれば、地下水は、暗渠の表面に形成された開口を介して暗渠内に流入し、
または暗渠を形成する材料の透水性によって暗渠内に流入するので、様々な方向から地下
水を吸収して排水することができ、地下水の集排水の効率が向上する。
【００３７】
　また、本発明は、暗渠が、上面に突出部を備えていることを特徴とする。
【００３８】
　この構成によれば、壁体が柔軟性を有する場合、壁体の底面に、暗渠の上面に立設され
た突出部が食い込む。このため、壁体の低部は、暗渠の上面から水平方向に移動し難くな
る。よって、壁体全体も、水平方向に移動し難くなり、壁体の設置位置は水平方向にずれ
ることなく固定される。
【００３９】
　また、通水空間を下方に伝って落下してきた地下水、または壁体によって堰き止められ
た地下水は、暗渠の上面に突出した突出部によって暗渠の上面から流出するのが堰き止め
られ、暗渠の内部に確実に集められて排水される。
【００４０】
　また、本発明は、暗渠の上面に透水性物体の下端部を係止する係止手段を備えているこ
とを特徴とする。
【００４１】
　この構成によれば、透水性物体の下端部は、係止手段によって暗渠の上部に確実に支持
される。このため、透水性物体の下端部が暗渠の上部からずれてしまうことが防止され、
透水性物体を伝ってくる地下水は確実に暗渠の流路に導かれる。
【００４２】
　また、本発明は、地下水排除構造を土中に埋設する際に掘削された掘削土が改良土また
は資材または盛土に用いられていることを特徴とする。
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【００４３】
　この構成によれば、壁体を埋設する際に掘削された盛土の掘削土が、壁体を構成する改
良土または資材または盛土に利用されるため、地下水排除構造を形成する際に、排出土が
出ることが無く、また、改良土または資材または盛土に用いる材料を新たに用意する必要
がない。このため、安価でしかも環境に優しい地下水排除構造が提供される。また、周囲
の地盤と同じ材料で構成されているので、壁体を囲む地盤全体の圧力に不均衡が生じるこ
ともなく、壁体を囲む地盤全体の安定度が増す。
【００４４】
　また、本発明は、資材が、土またはその代替物が包装体で拘束補強されて形成され、包
装体を構成する材料の引っ張り強さに応じて包装体から受ける最大拘束応力に基づいて圧
縮耐力が求められ、求められたこの圧縮耐力に基づいて圧縮耐力に関する性能表示が行わ
れていることを特徴とする。また、資材が、土またはその代替物が包装体で拘束補強され
て形成され、包装体を構成する材料の引っ張り強さに応じて包装体から受ける最大拘束応
力に基づいて発現する最大剪断強度が求められ、求められたこの最大剪断強度に基づいて
剪断耐力に関する性能表示が行われていることを特徴とする。
【００４５】
　この構成によれば、圧縮耐力または剪断耐力に関する性能表示が行われている資材が用
いられて、壁体が形成される。このため、地下水排除構造の圧縮耐力または剪断耐力に関
する性能表示が行われ、地下水排除構造が地中に形成された道路の強度がどの程度のもの
であるか、性能表示することが可能になる。従って、例えば、どの程度の重量までの車両
が、地下水排除構造が地中に形成された道路上を通行可能かを表示することが出来、安全
が確保されるようになる。
【００４６】
　また、本発明は、壁体が、暗渠の下方の部分が遮水性を有している、または、上方の部
分より透水性が低いことを特徴とする。
【００４７】
　この構成によれば、遮水性を有しているまたは透水性が低い暗渠の下方の部分により、
暗渠の下方に地下水を溜めて地下水の流下を止めつつ、遮水性を有しているまたは透水性
が低い暗渠の下方の部分の高さを変えて、暗渠の勾配を自由に設計することができる。こ
のため、所望の向きに、例えば、暗渠の敷設延長方向の地山が上がる勾配であっても、そ
の勾配に逆らって下る向きに、つまり、地山の勾配に左右されずに暗渠の勾配が付けられ
、地形に左右されない排水計画が可能となる。特に、既存の宅地造成地において計画する
場合、地形や、既設の住宅、道路等の地上構造物により暗渠を配置する構成が制約される
が、この制約に応じて暗渠の勾配を自由に設計することができる。また、暗渠の延長方向
の途中に窪地が発生しても、この窪地における遮水性を有するまたは透水性が低い暗渠の
下方の部分を高くすることにより、窪地における地下水を壁体の下方へ流下させずに、暗
渠の勾配を窪地に左右されずに設計できる。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明によれば、上記のように、盛土中の山側から谷側に向かう地下水の流れは、所定
の間隔を設けて盛土中に埋設された壁体間の通水空間によって断ち切られ、地下水は、盛
土中に形成されて確保された通水空間を通って暗渠に導かれる。このため、本構造は、広
い範囲の地下水を面状で集水することが可能で、高い排水性能を呈する。
【００４９】
　また、地下水と共に流入する土粒子は、山側の壁体によって遮断され、通水空間へ侵入
しなくなるので、目詰まりを起こすことはなく、暗渠の集水機能が低下することはない。
従って、特に、目詰まりしやすい土質の盛土地盤に対して有効に適用できる。
【００５０】
　また、盛土中に埋設された地下水を堰き止める壁体を設けた構成の場合、壁面が山側か
ら谷川へ向けて流れる地下水の流れを堰き止めて、この堰き止められた地下水が暗渠に流
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入するため、地下水が流入する流路を有した暗渠のみで構成された地下水排除構造に比べ
て、効率よく確実に地下水を集排水することができる。
【００５１】
　また、山側の壁体と谷側の壁体とによって通水空間を形成する構成に比べてより安価に
構築できる。また、目詰まりしやすい土質の盛土地盤に対しては、山側の壁体と谷側の壁
体とによって通水空間を形成する構成を地下水排除構造として適用し、目詰まりする恐れ
のない透水性の高い盛土地盤に対しては、盛土中に埋設された地下水を堰き止める壁体を
備えた本構成を地下水排除構造として適用できるので、この２つの構造を使い分けること
により、より効率的で経済的な地下水排除構造を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】従来の地下排水溝の構成の概略を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による地下水排除構造の構成の概略を示す断面図であ
る。
【図３】図２に示す暗渠配水管の構成の概略を示す斜視図である。
【図４】（ａ）は図２に示す土のうに用いられる土のう袋の斜視図、（ｂ）は土のうの斜
視図、（ｃ）は土のうの平面、正面および側面を示す三面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態による地下水排除構造が適用される地盤内の構成の概
略を示す断面図である。
【図６】第２の実施の形態による地下水排除構造の様々な構成の概略を示す断面図である
。
【図７】第２の実施の形態において、壁体が盛土補強土壁によって構築されている地下水
排除構造の構成の概略を示す断面図である。
【図８】第２の実施の形態による各地下水排除構造に用いられる様々な暗渠の構成の概略
を示す断面図である。
【図９】図８に示す暗渠の平面図、正面図および側面図をそれぞれ示している。
【図１０】第２の実施の形態による通水空間に、盛土より透水性が高い透水性物体が敷設
された地下水排除構造の構成の概略を示す断面図である。
【図１１】第２の実施の形態による通水空間が２列敷設された地下水排除構造の構成の概
略を示す断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態による地下水排除構造の構成の概略を示す第１の断
面図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態による地下水排除構造の構成の概略を示す第２の断
面図である。
【図１４】図１２（ａ）に示す壁体の平面図、正面図、側面図である。
【図１５】図１２（ａ）に示す壁体の変形例の構造を示す側面図である。
【図１６】第３の実施の形態による壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体が取り
付けられた地下水排除構造の構成の概略を示す第１の断面図である。
【図１７】第３の実施の形態による壁体の壁面に盛土より透水性が高い透水性物体が取り
付けられた地下水排除構造の構成の概略を示す第２の断面図である。
【図１８】図１６（ａ）に示す壁体の正面図、側面図、平面図である。
【図１９】図１６（ｄ）に示す暗渠の正面図、側面図、平面図である。
【図２０】第３の実施の形態による地下水排除構造の暗渠の流路の近傍に盛土より透水性
が高い透水性物体を備えた地下水排除構造の構成の概略を示す第１の断面図である。
【図２１】第３の実施の形態による地下水排除構造の暗渠の流路の近傍に盛土より透水性
が高い透水性物体を備えた地下水排除構造の構成の概略を示す第２の断面図である。
【図２２】（ａ）、（ｂ）は、暗渠の下方部分が遮水性を有しているコンクリート構造か
らなる第３の実施の形態による地下水排除構造の断面図、（ｃ）は、暗渠の下方部分がコ
ンクリート構造ではない壁体の暗渠を通常の地山の勾配なりに施工した壁体構造の側面図
である。
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【図２３】（ｄ）は、図２２（ａ）、（ｂ）に示す壁体の暗渠の排水勾配を敷設延長方向
に地山の地形と逆方向に施工した壁体構造の側面図、（ｅ）は、図２２（ａ）、（ｂ）に
示す壁体の暗渠の排水勾配を敷設延長方向の地山の窪地に左右されずに施工した壁体構造
の側面図である。
【図２４】（ａ）は、袋詰め補強土体を積み上げて構築した壁体における、暗渠の下方部
分を止水シートで包み込んで止水している第２の実施の形態による地下水排除構造の断面
図、（ｂ）は、袋詰め補強土体を積み上げて構築した壁体における、暗渠の下方部分がコ
ンクリート構造である第２の実施の形態による地下水排除構造の断面図、（ｃ）は、（ａ
）、（ｂ）のように暗渠の下方部分が止水構造ではない壁体の暗渠を通常の地山の勾配な
りに施工した壁体構造の側面図である。
【図２５】（ｄ）は、図２４（ａ）、（ｂ）に示す壁体の暗渠の排水勾配を敷設延長方向
に地山の地形と逆方向に施工した壁体構造の側面図であり、（ｅ）は、図２４（ａ）、（
ｂ）に示す壁体の暗渠の排水勾配を敷設延長方向の地山の窪地に左右されずに施工した壁
体構造の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　次に、本発明の実施の形態による地下水排除構造について説明する。
【００５４】
　図２は、本発明の第１の実施の形態による地下水排除構造の構成の概略を示す断面図で
ある。
【００５５】
　この地下水排除構造は、原地盤面１１の上に埋め立てられた山側盛土１２と谷側盛土１
３の間に、山側土のう壁１６、谷側土のう壁１７、および暗渠配水管１９が設置されて構
成されいる。山側盛土１２と谷側盛土１３の上には路床１４が形成され、この路床１４が
舗装１５で覆われて、造成地内道路が形成されている。
【００５６】
　山側土のう壁１６は、山側盛土１２に接して複数の土のう１８が積層されて、盛土中に
道路の延設方向に沿って埋設されている。なお、周辺の地山から流下する地下水を面で受
けるように埋設されている構成であってもよい。谷側土のう壁１７は、この山側土のう壁
１６から所定の間隔をあけて複数の土のう１８が積層されて、盛土中に道路の延設方向に
沿って埋設されている。山側土のう壁１６と谷側土のう壁１７との間には、盛土の深さ方
向に通水空間２０が形成されており、この通水空間２０には透水マット２１が敷設されて
いる。透水マット２１は、長辺が道路の延設方向に沿った長方形状をしており、盛土の深
さ方向に積み上げられている。なお、土のう１８が積層された山側土のう壁１６、谷側土
のう壁１７は一列に限らず、複数列から成る構成であってもよい。
【００５７】
　暗渠配水管１９は、図３に斜視図が示され、通水空間２０の下方に設けられて、通水空
間２０に通じる開口部１９ａを上面に有する。この暗渠配水管１９には、開口部１９ａを
挟む上面に、図２に示すように、透水マット２１の下端部を両側から支持する一対のアン
グル２２がボルト２３によって立設されている。また、暗渠配水管１９には、開口部１９
ａを挟む上面に一対の突出部１９ｂが立設され、一方の突出部１９ｂは山側土のう壁１６
の底面に接し、他方の突出部１９ｂは谷側土のう壁１７の底面に接している。
【００５８】
　図４（ａ）は、山側土のう壁１６および山側土のう壁１７を構成する土のう１８に用い
られる土のう袋１８ａの斜視図であり、同図（ｂ）は、山側土のう壁１６および谷側土の
う壁１７を埋設する際に掘削された盛土の掘削土を収納してほぼ箱状に成形された土のう
１８の斜視図である。なお、土のう１８に収納するものは、この掘削土に限定されること
はなく、その他の土や、廃材、プラスチック、その他の代替物であっても構わない。
【００５９】
　土のう袋１８ａは織布または不織布製の袋であり、本実施形態ではこの土のう袋１８ａ
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の中におよそ１６リットルの掘削土が詰め込まれ、同図（ｂ）に示すように、ほぼ箱状に
成形されて袋の口が締められている。同図（ｃ）は土のう１８の平面、正面および側面を
示す三面図である。この正面図および側面図に示すように、土のう１８の周縁部はその高
さＨの１／２がかまぼこ状に突出している。また、土のう１８を多層に垂直方向に載荷し
た際、土のう１８にかかる圧縮力Ｆは、同図（ｂ）に示す、長さがＬで幅がＢの面状の受
圧部で支持される。
【００６０】
　このように掘削土を土のう袋１８ａに詰め、この土のう袋１８ａにかける圧縮力Ｆを最
大圧縮力にすると、土のう袋１８ａを構成する布材の引っ張り強さＴによって土のう袋１
８ａの内部の掘削土は土のう袋１８ａから反力を受け、土のう袋１８ａの内部の掘削土に
は最大拘束応力σ’が発生する。この際、最大拘束応力σ’と引っ張り強さＴとの間には
次の関係式が成立する。
【００６１】
　　σ’＝（Ｔ／Ｈ）・ｔａｎ２（４５°＋φ／２）－Ｔ／Ｂ　…（１）
【００６２】
　ここで、Ｈ、Ｂは上述した土のう１８の高さＨ、その受圧部の幅Ｂであり、φは掘削土
の内部摩擦角である。
【００６３】
　このとき、土のう１８の受圧部全体による極限圧縮耐力Ｑｕは次式によって求まる。
【００６４】
　　Ｑｕ＝２・σ’・Ｂ・Ｌ　　　　　　　　…（２）
【００６５】
　ここで、Ｂ、Ｌは上述した土のう１８の受圧部の幅Ｂ、長さＬである。
【００６６】
　土のう１８の載荷方向の投影面積は（Ｂ＋Ｈ）・（Ｌ＋Ｈ）であるから、単位面積当た
りの極限圧縮耐力ｑｕは次式によって求まる。
【００６７】
　　ｑｕ＝Ｑｕ／｛（Ｂ＋Ｈ）・（Ｌ＋Ｈ）｝
　　　　＝２・σ’・Ｂ・Ｌ／｛（Ｂ＋Ｈ）・（Ｌ＋Ｈ）｝　…（３）
【００６８】
　例えば、土のう袋１８ａの布材の引っ張り強さＴ＝３０[ＫＮ／ｍ]で、掘削土の内部摩
擦角φ＝３０°、受圧部の幅Ｂ＝０．３２[ｍ]、長さＬ＝０．３２[ｍ]、高さＨ＝０．１
[ｍ]の土のう１８の場合、その極限圧縮耐力ｑｕは次のようにして求められる。まず、最
大拘束応力σ’は式（１）から次のように求まる。
【００６９】
　　σ’＝（Ｔ／Ｈ）・ｔａｎ２（４５°＋φ／２）－Ｔ／Ｂ
【００７０】
　　　　＝（３０／０．１）×（１．７３）２－３０／０．３２
【００７１】
　　　　＝８０４[ＫＮ／ｍ２]　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
【００７２】
　極限圧縮耐力Ｑｕは（２）式にこの（４）式を代入することにより、次のように求まる
。
【００７３】
　　Ｑｕ＝２・σ’・Ｂ・Ｌ
【００７４】
　　　　＝２×８０４×０．３２×０．３２
　　　　＝１６５[ＫＮ]　　　　　　　　　　　　…（５）
【００７５】
　従って、極限圧縮耐力ｑｕは（３）式にこの（５）式を代入することによって次のよう
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に求まる。
【００７６】
　　ｑｕ＝Ｑｕ／｛（Ｂ＋Ｈ）・（Ｌ＋Ｈ）｝
【００７７】
　　　　＝１６５／（０．４２×０．４２）
【００７８】
　　　　＝９３５[ＫＮ／ｍ２]　　　　　　　　　…（６）
【００７９】
　このように、土のう１８は、堀削土が土のう袋１８ａで拘束補強されて形成され、土の
う袋１８ａを構成する布材の引っ張り強さに応じて土のう袋１８ａから受ける最大拘束応
力σ’に基づいて圧縮耐力が求められ、求められたこの圧縮耐力に基づいて圧縮耐力に関
する性能表示が行われている。
【００８０】
　具体的には、土のう１８の圧縮耐力に関する性能表示として、例えば、極限圧縮耐力が
９３５[ＫＮ／ｍ２]として表示される。また、求めたこの極限圧縮耐力９３５[ＫＮ／ｍ
２]に所定割合を掛けて安全率を見込んだ値、例えば、４割を掛けて６割の安全率を見込
んだ３７４[ＫＮ／ｍ２]が許容圧縮耐力として表示される。
【００８１】
　また、土のう袋１８ａ内の掘削土の最大拘束応力σ’によって土のう１８に発現する最
大剪断強度τｆは次式によって表される。
【００８２】
　　τｆ＝σ’・ｃｏｓφ　　　　　　　　　　　…（７）
【００８３】
　土のう１８に発現する最大剪断強度τｆはこの（７）式に（４）式および掘削土の内部
摩擦角φの値を代入することにより、次のように求まる。
【００８４】
　　τｆ＝σ’・ｃｏｓ３０°
【００８５】
　　　 ＝８０４×０．８６６
【００８６】
　　　　＝６９６[ＫＮ／ｍ２]　　　　　　　　　…（８）
【００８７】
　このように、土のう１８は、堀削土が土のう袋１８ａで拘束補強されて形成され、土の
う袋１８ａを構成する布材の引っ張り強さに応じて土のう袋１８ａから受ける最大拘束応
力σ’に基づいて発現する最大剪断強度τｆが求められ、求められたこの最大剪断強度τ

ｆに基づいて剪断耐力に関する性能表示が行われている。
【００８８】
　具体的には、土のう１８の剪断耐力に関する性能表示として、この最大剪断強度τｆに
基づいて算出した極限剪断耐力Ｑｓとして表示されたり、また、求めたこの極限剪断耐力
Ｑｓに所定割合を掛けて安全率を見込んだ値が許容剪断耐力として表示される。
【００８９】
　次に、上述した構成を持つ本実施形態による地下水排除構造の作用について説明する。
【００９０】
　周辺の地山から流下する地下水は、原地盤面１１と山側盛土１２との境界を流れ、山側
盛土１２内に流入し、山側土のう壁１６に到達する。この地下水は、山側土のう壁１６を
浸透して、山側土のう壁１６と谷側土のう壁１７との間で、盛土の深さ方向に形成された
通水空間２０に敷設されている透水マット２１に流れ込む。なお、地下水と共に流入する
土粒子は、山側土のう壁１６によって遮断され、通水空間２０および透水マット２１へ侵
入しない。
【００９１】
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　透水マット２１に流れ込んだ地下水は、透水マット２１を下方に伝って暗渠配水管１９
の上面にある開口部１９ａに落下し、開口部１９ａを介して暗渠配水管１９の内部に集め
られて排水される。この際、暗渠配水管１９に落下しきた地下水は、暗渠配水管１９の上
面に突出した一対の突出部１９ｂによって暗渠配水管１９の上面の両側に流出するのがせ
き止められ、一対の突出部１９ｂ間に形成された開口部１９ａを介して暗渠配水管１９の
内部に確実に集められて排水される。
【００９２】
　このような本実施形態による地下水排除構造によれば、地下水が、盛土中に形成されて
確保された通水空間２０を通って暗渠配水管１９に導かれるため、高い排水性能を呈する
。また、盛土中の山側と谷側とに土のう１８が積層されて構成されるため、暗渠配水管１
９や通水空間２０の維持管理のためにそれらの状態を確認するには、積み上げた土のう１
８を一時的に退かすことで行える。このため、従来のように暗渠配水管１９の周辺の盛土
を掘り返したり、埋め戻す作業が不要になり、暗渠配水管１９や通水空間２０の維持管理
が容易にかつ安価に行えるようになる。
【００９３】
　また、地下水と共に流入する土粒子は、山側土のう壁１６によって遮断され、通水空間
２０へ侵入しなくなるので、目詰まりを起こすことはなく、暗渠配水管１９の集水機能が
低下することはない。また、地下水を暗渠配水管１９に導く通水空間２０は、盛土中に積
層されて自立する山側土のう壁１６と谷側土のう壁１７とによって形成されるため、地盤
内に生じる応力によって潰れ難く、その形状の保持性能が高い。
【００９４】
　また、本実施形態では、通水空間２０に透水マット２１が敷設されているので、通水空
間２０を透水マット２１が占めることにより、通水空間２０の容積は透水マット２１によ
って確実に確保される。この結果、地下水排除構造の形状保持性能はより高くなる。
【００９５】
　また、本実施形態では、透水マット２１の下端部が、一対のアングル２２によって暗渠
配水管１９の開口部１９ａの上部に確実に支持される。このため、透水マット２１の下端
部が暗渠配水管１９の開口部１９ａの上部からずれてしまうことが防止され、透水マット
２１を伝ってくる地下水は確実に暗渠配水管１９の開口部１９ａに導かれる。
【００９６】
　また、本実施形態では、山側土のう壁１６の最下部および谷側土のう壁１７の各最下部
に位置する土のう１８は、それらの底面に、暗渠配水管１９の上面に立設された一方の突
出部１９ｂおよび他方の突出部１９ｂが食い込む。このため、山側土のう壁１６および谷
側土のう壁１７の各最下部に位置する土のう１８は、暗渠配水管１９の上面から水平方向
に移動し難くなる。よって、これら各土のう１８に積層された山側土のう壁１６および谷
側土のう壁１７を構成する各土のう１８も、水平方向に移動し難くなり、山側土のう壁１
６および谷側土のう壁１７の設置位置は水平方向にずれることなく固定される。
【００９７】
　また、通水空間２０を下方に伝って落下してきた地下水は、暗渠配水管１９の上面に突
出した一対の突出部１９ｂによって暗渠配水管１９の上面の両側に流出するのがせき止め
られ、一対の突出部１９ｂ間に形成された開口部１９ａを介して暗渠配水管１９の内部に
確実に集められて排水される。
【００９８】
　また、本実施形態では、山側土のう壁１６および谷側土のう壁１７を埋設する際に掘削
された盛土の掘削土が、山側土のう壁１６および谷側土のう壁１７を構成する土のう１８
に収納されるため、地下水排除構造を形成する際に、排出土が出ることが無く、また、土
のう１８に収納する材料を新たに用意する必要がない。このため、安価でしかも環境に優
しい地下水排除構造が提供される。
【００９９】
　また、本実施形態では、圧縮耐力または剪断耐力に関する性能表示が行われている土の
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う１８が用いられて、山側土のう壁１６および谷側土のう壁１７が形成されている。この
ため、地下水排除構造の圧縮耐力または剪断耐力に関する性能表示が行われ、地下水排除
構造が地中に形成された道路の強度がどの程度のものであるか、性能表示することが可能
になる。従って、例えば、どの程度の重量までの車両が、地下水排除構造が地中に形成さ
れた道路上を通行可能かを表示することが出来、安全が確保されるようになる。
【０１００】
　図５は、本発明の第２の本実施の形態による地下水排除構造が適用される地盤内の構成
の概略を示す断面図である。
【０１０１】
　この地下水排除構造は、原地盤面である地山３０の上に埋め立てられた盛土３１の中に
、土のうなどで構成される壁体３２、透水性物体３３および暗渠３４が設置されて構成さ
れている。盛土３１上には、家屋３７や道路３８などが構築されている。仮にこの地下水
排除構造がない場合、地山３０にそって流れる地下水は、盛土３１内に蓄積し、地下水位
線３５まで溜まってしまう。一方、同図のように盛土３１中にこの地下水排除構造を設置
した場合、山側に貯留した地下水をこの地下水排除構造が吸収し、暗渠３４へ流すため、
地下水位線３６に示すように、地下水排除構造の谷側にほとんど地下水は溜まらない。
【０１０２】
　図６および図７は、上記の第２の実施の形態による地下水排除構造の様々な構成例の概
略を示す断面図である。なお、同図において図５と同一または相当する部分には同一符号
を付して説明する。
【０１０３】
　これらの地下水排除構造は、所定の間隔を設けて地山３０上の盛土３１中に埋設された
壁体３２と、この壁体３２間で盛土３１の深さ方向に形成された、透水性物体３３が除か
れた通水空間４１と、この通水空間４１に通じる流路３９を有した暗渠４０とを備えて構
成されている。
【０１０４】
　図６（ａ）の一対の壁体３２ａは、袋の中に土またはその代替物を詰め込み拘束補強し
た袋詰め補強土壁体、例えば土のうが積み上げられて構築されている。ここで、地下水位
線４２および４３は、盛土３１および暗渠４０中の地下水の水位を示している。図６（ｂ
）の一対の壁体３２ｂは、土またはその代替物をシートまたはネット状の材料で包み込み
拘束補強した包み込み補強土壁体が積み上げられて構築されている。図６（ｃ）の一対の
壁体３２ｃは、土またはその代替物をかご枠の中に詰め込み拘束補強したかご枠詰め補強
土壁体が積み上げられて構築されている。図６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の各壁体３２ａ、
３２ｂ、３２ｃは、土またはその代替物が拘束されて成る資材を構成単位とする。図６（
ｄ）の山側の壁体３２ａは袋詰め補強土壁体が積み上げられて構築されており、谷側の壁
体３２ｄはブロック状のコンクリートが積み上げられて構築されている。図６（ｅ）の壁
体３２ａは、両側の盛土３１、３１から地下水が集まる谷部に、袋詰め補強土壁体が積み
上げられて構築されている。図６（ｆ）の壁体３２ａは、盛土３１の上下、敷設延長方向
で壁体３２ａ同士が部分的にくっついて構築されている。壁体３２の構成は、例えば通水
空間４１が延長方向に通らないように盛土３１の下から上まで全部くっつけたり、盛土３
１の延長方向はつながるようにランダムにくっつけたりする積み方であってもよい。
【０１０５】
　図７（ｇ）～（ｊ）の壁体３２は、盛土３１中に補強材４５が敷設されて補強された盛
土補強土壁によって構築されている。図７（ｇ）の壁体３２ｇは、盛土３１内にパネル４
４を引っ張る鋼製のアンカー補強材４５ａが層状に配置されて、アンカー補強土壁体を構
築している。図７（ｈ）の壁体３２ｈは、盛土３１内にパネル４４を引っ張る面状のジオ
テキスタイルからなる補強材４５ｂが層状に敷設されて、ジオテキスタイル補強土壁体を
構築している。図７（ｉ）の壁体３２ｉは、盛土３１内にパネル４４を引っ張る帯鋼補強
材４５ｃが層状に配置されて、帯鋼補強土壁体を構築している。図７（ｊ）の壁体３２ｊ
は、盛土３１内にパネル４４を引っ張る格子状鉄筋補強材４５ｄが層状に敷設され、格子
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状鉄筋補強土壁体を構築している。地下水排除構造を構成する壁体３２の組み合わせ、お
よび山側、谷川の壁体３２の組み合わせは、上述した形態に限定されず、様々な形態が考
えられる。なお、パネル４４は、コンクリート製、ポーラスコンクリート製、合成樹脂製
、鋼製、格子状鉄筋金網製などで構成され、これらの材料はパネル４４に止水性または透
水性を持たせるかにより使い分けられる。
【０１０６】
　このような本実施形態による地下水排除構造によれば、盛土３１中の山側から谷側に向
かう地下水の流れは、所定の間隔を設けて盛土３１中に埋設された壁体３２間の通水空間
４１によって断ち切られ、地下水は、盛土３１中に形成されて確保された通水空間４１を
通って暗渠４０に導かれる。このため、本構造は、広い範囲の地下水を面状で集水するこ
とが可能で、高い排水性能を呈する。
【０１０７】
　また、地下水と共に流入する土粒子は、山側の壁体３２によって遮断され、通水空間４
１へ侵入しなくなるので、目詰まりを起こすことはなく、暗渠４０の集水機能が低下する
ことはない。従って、特に、目詰まりしやすい土質の盛土地盤に対して有効に適用できる
。
【０１０８】
　また、例えば、地下水の水量が多い地盤では、地下水排除構造の通水空間４１を大きく
設計し、地下水の水量が少ない地盤では、地下水排除構造の通水空間４１を狭く設計する
ことにより、地下水の水量に応じて、盛土３１の上下および敷設延長方向に自由に連続し
た通水空間４１を形成することでき、地下水の集排水の効率が向上する。また、施工場所
の地下水の状況また土質、および壁体３２の高さに応じて、上述したように壁体３２の様
々な構造を適用することができる。ここで、所定の間隔を設けて盛土３１中に埋設された
壁体３２は、壁体３２間の通水空間４１を確保するため、その壁面に加わる土圧に対抗で
きるように壁体３２の幅や厚みを大きくして、自立した構造である必要がある。
【０１０９】
　また、図６（ｄ）に示す地下水排除構造のように、壁体３２ｄがコンクリートで構築さ
れている場合、壁体３２ｄの壁面によって堰き止められた地下水を透過させることがない
、透水性の低い、つまり遮水性の高い壁体３２ｄが提供される。
【０１１０】
　また、図６（ａ）～（ｆ）に示す各地下水排除構造によれば、壁体３２ａ、３２ｂ、３
２ｃが、土またはその代替物が拘束されて成る資材、例えば袋詰め体、包み込み体やかご
枠詰め体が積み上げられて構築されているので、暗渠４０や通水空間４１の状態を確認す
るには、積み上げた資材を一時的に退かすことで行える。ブロック状のコンクリートから
なる壁体３２ｄも、同様に、積み上げたコンクリートを一時的に退かすことで行える。こ
のため、従来のように暗渠４０の周辺の盛土３１を掘り返したり、埋め戻す作業が不要に
なり、暗渠４０や通水空間４１の維持管理が容易にかつ安価に行えるようになる。
【０１１１】
　また、積み上げた資材を一時的に退かすと、周囲の盛土３１が崩れる恐れがあるような
高い高さの壁体３２である場合には、壁体３２の上部の浅い箇所の資材のみを取り除いて
、通水空間４１を確認することができる。また、後述する図１０に示すように、壁体３２
間に透水性物体３３を備える構成の場合には、壁体３２の上部の浅い箇所の資材のみを取
り除いて、通水空間４１に敷設された透水性物体３３を引き上げて透水性物体３３が正常
か否かを確認することができる。また、壁体３２の山側に土留め用の壁体を予め構築して
おき、壁体３２を取り除いても盛土３１が崩れないようにすることにより、最も深い所に
ある暗渠４０が正常か否かを確認することができる。
【０１１２】
　また、地盤の圧密沈下や地震時などの地盤内に応力が発生した場合、資材またはブロッ
クが積み上げられた壁体３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄは、地盤と同様に動くため追従
性に優れ、局所的に応力が集中せず耐震性能に優れた地下水排除構造が提供される。また



(15) JP 2009-215872 A 2009.9.24

10

20

30

40

50

、資材またはブロックが積み上げられて壁体３２が構築されるので、壁体３２の曲線施工
も容易に可能である。
【０１１３】
　また、図７（ｇ）～（ｊ）に示す地下水排除構造によれば、壁体３２ｇ、３２ｈ、３２
ｉ、３２ｊのパネル４４からなる壁面を水平方向に引き抜こうと作用する土圧に、盛土３
１内に配置した補強材４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄの引き抜き抵抗力が対向して釣り
合いが保たれ、土留め効果が発揮されて壁体３２ｇ、３２ｈ、３２ｉ、３２ｊが維持形成
される。また、盛土３１を補強材４５の敷設によって補強して壁体３２を構成できるので
、効率的により高い壁体３２を構築することができる。
【０１１４】
　また、地盤の圧密沈下や地震などによって地盤内に応力が発生した場合、盛土３１中に
補強材４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄが敷設されて補強された盛土補強土壁からなる壁
体３２ｇ、３２ｈ、３２ｉ、３２ｊは、地盤と同様に動くために追従性に優れ、局所的に
応力が集中せず、耐震性能に優れた地下水排除構造が提供される。
【０１１５】
　図８は、上記の第２の実施の形態による各地下水排除構造に用いられる様々な暗渠４０
の構成の概略を、壁体３２ａからなる地下水排除構造を例にして示す断面図である。図９
（ａ）～（ｆ）はこれら各暗渠４０の構成例の平面図、正面図および側面図をそれぞれ示
している。
【０１１６】
　図８（ａ）の暗渠４０ａは、図９（ａ）に示す、上面および側面に開口からなる流路３
９が形成された箱型コンクリート暗渠である。図８（ｂ）の暗渠４０ｂは、図９（ｂ）に
示す、周囲に開口穴からなる流路３９が形成されたヒューム管である。図８（ｃ）の暗渠
４０ｃは、図９（ｃ）に示す、周囲に開口穴からなる流路３９が形成された塩化ビニル管
である。なお、この暗渠４０ｃの材料は、半径の小さい曲線施工時に好適な柔軟性に優れ
た合成樹脂管であってもよい。図８（ｄ）の暗渠４０ｄは、図９（ｄ）に示す、多孔質で
透水性の高いポーラスコンクリート管である。例えば、盛土３１部分だけではなく、地山
３０にも地下水を含んでいるような場所においては、透水性の高い、このポーラスコンク
リート管や合成樹脂製のネット管が用いられる。図８（ｅ）の暗渠４０ｅは、図９（ｅ）
に示す、スリットが流路３９として多数形成された集水蓋４７が乗っているＵ字溝から成
る暗渠や、図９（ｆ）に示す、流路３９が多数形成されて最も集水性に優れた鋼製蓋（グ
レーチング）４６が乗っているＵ字溝から成る暗渠である。特に局所的に地下水が多い場
所には、集水性に優れた、これらの集水蓋４７や鋼製蓋４６を用いた暗渠が好適である。
このように、暗渠４０に備えられている流路３９は、暗渠４０の表面に形成された開口、
スリット、または暗渠４０を形成するポーラスコンクリート材料や合成樹脂製のネット材
料の透水性によって構成されている。
【０１１７】
　このような暗渠４０を備えた地下水排除構造によれば、地下水は、暗渠４０の表面に形
成された開口を介して暗渠４０内に流入し、または暗渠４０を形成する材料の透水性によ
って暗渠４０内に流入するので、様々な方向から地下水を吸収して排水することができ、
地下水の集排水の効率が向上する。
【０１１８】
　図１０は、上記の第２の実施の形態による通水空間４１に、盛土３１より透水性が高い
透水性物体３３が敷設された地下水排除構造の構成の概略を示す断面図である。
【０１１９】
　図１０（ａ）の透水性物体３３ａは透水マットであり、図１０（ｂ）の透水性物体３３
ｂは砕石であり、図１０（ｃ）の透水性物体３３ｃは合成樹脂製の中空の箱体表面に開口
が形成された中空箱積層体である。通水空間４１に敷設される透水性物体３３は、上記の
透水マット、砕石、中空箱積層体の他に、排水性の高い粒状の材料等、盛土より透水性が
高い材料であれば何であっても良い。また、単体では盛土３１中に施工することが困難な
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シート状の物、粒子状の物、中空体の物等、多様な透水材物体３３をその機能により使い
分けて、通水空間４１に敷設することができる。
【０１２０】
　このような通水空間４１に透水性物体３３を備えた地下水排除構造によれば、地盤内の
応力によって壁体３２に変形が生じた場合においても、通水空間４１に盛土３１より透水
性が高い透水性物体３３が敷設されているため、通水空間４１の容積が確実に確保されて
、地下水排除構造の形状保持性能はより高くなる。また、盛土３１の上下方向および敷設
延長方向への連続性を維持できるため、多少通水空間４１が深さ方向に垂直な左右方向な
どに変形した場合でも、通水空間４１の地下水を確実に暗渠４０へ導くことが可能となり
、地下水の集排水の効率が向上する。また、壁体３２に変形が生じた場合においても、通
水空間４１の容積が透水性物体３３によって確実に確保されため、壁体３２自体は自立し
た構成である必要はなく、この壁体３２の厚さをより薄く構成することも可能である。よ
って、通水空間４１に透水性物体３３を備えた地下水排除構造によれば、より安価に壁体
３２を構築することができる。
【０１２１】
　図１１は、上記の第２の実施の形態による通水空間４１に透水マット等の透水性物体３
３が２列敷設された地下水排除構造の構成の概略を示す断面図である。上記実施形態の図
１０では、通水空間４１および通水空間４１に敷設された透水性物体３３は一列で構成さ
れていたが、図１１のように、壁体３２に囲まれた通水空間４１および、通水空間４１に
敷設された透水性物体３３は複数列で構成されてもよい。
【０１２２】
　図１２および図１３は、本発明の第３の実施の形態による地下水排除構造の構成例の概
略を示す断面図である。この地下水排除構造は、盛土３１中に埋設された地下水を堰き止
める壁体３２と、この壁体３２によって堰き止められた地下水が流入する流路３９を有し
た暗渠４０とを備えて構成される。
【０１２３】
　図１２（ａ）の壁体３２ｋは、コンクリート構造にて構築した壁体である。この壁体３
２ｋは、図１４に示すように、壁体３２ｋと暗渠４０とが一体成型されて構成されている
。図１４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、壁体３２ｋの平面図、正面図、側面図である。なお
、この壁体３２ｋと暗渠４０は一体化しておらず分離された構造であってもよい。壁体３
２ｋおよび暗渠４０が一体成型された構成は、施工上の都合などにより短期間で施工を行
わなければならない場合、または、大型の建設機械を使用できる場合などに用いられる。
なお、壁体３２ｋは、壁体３２ｋおよび暗渠４０が別々に製作され、接合材または連結材
により一体化させられて構成されてもよい。
【０１２４】
　また、図１２（ｂ）の壁体３２ｌは、コンクリート構造にて構築した壁体である。暗渠
４０は、壁体３２ｌより谷側に設置されており、暗渠４０の山側に開口した流路３９に暗
渠４０の山側に溜まった地下水が流れることにより、地下水の集水が行われる。
【０１２５】
　図１２（ｃ）の壁体３２ｄは、コンクリートをブロック構造で暗渠４０の上方に構築し
た図６（ｄ）と同様な壁体である。図１２（ｄ）の壁体３２ｍは、暗渠４０の上方にコン
クリート構造にて暗渠４０と一体もしくは分離して構築した壁体である。図１２（ｅ）の
壁体３２ｎは、土にセメント系の固化材または固化剤が混合されて形成された改良土で構
築されている。壁体３２ｎの下方山側に暗渠４０が設けられている。なお、この壁体３２
ｎを構成する改良土は、セメント系固化材または固化剤の他に、石灰系の材料から形成さ
れる構成であってもよい。図１２（ｆ）の壁体３２ｃは、図６（ｃ）と同様なかご枠詰め
補強土壁体にて構築されている。なお、このかご枠詰め補強土壁体３２ｃの山側の壁面を
遮水性のあるシートで覆って、遮水性能を高める構成としてもよい。図１３（ｇ）の壁体
３２ｇは、図７（ｇ）と同様な盛土補強土構造にて構築されている。なお、図７（ｈ）～
（ｊ）に示す盛土補強土構造にて構築してもよい。図１３（ｈ）の壁体３２ｐは、コンク
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リートをブロック構造で山側から谷川に向けて勾配を設けて構築されている。なお、この
勾配は逆の勾配であってもよい。図１３（ｉ）の壁体３２ａは、図６（ａ）と同様な袋詰
め補強土構造にて構築されている。なお、この壁体３２ａは、遮水性能を上げるために、
袋を遮水性の材料で構成してもよい。
【０１２６】
　また、図１２（ａ）の壁体３２ｋの変形例として、図１５（ａ）～（ｆ）の壁体構造が
ある。図１５（ｅ）の暗渠４０を覆う蓋４６は、図９（ｆ）と同様な集水性の高い鋼製（
グレーチング）の蓋である。また、図１５（ｆ）の蓋４７は、図９（ｅ）と同様なスリッ
トが形成された集水蓋である。
【０１２７】
　このような本実施形態による地下水排除構造によれば、盛土３１中に埋設された地下水
を堰き止める壁体３２を設けずに、地下水が流入する流路３９を有した暗渠４０のみで構
成された地下水排除構造に比べて、壁体３２が山側から谷川へ向けて流れる地下水の流れ
を堰き止めて、この堰き止められた地下水が暗渠４０に流入するため、効率よく確実に地
下水を集排水することができる。
【０１２８】
　また、暗渠４０の流末の排水処理能力の都合により集水された地下水を一度に多く排水
出来ない場合、このように意図的に、壁体３２の壁面に盛土３１より透水性が高い透水性
物体３３を配置させずに集水能力を低下させて、壁体３２により盛土地盤内に地下水を貯
留して排水量の調整を図ることができる。
【０１２９】
　また、山側の壁体３２と谷側の壁体３２とによって通水空間４１を形成する図６および
図７に示す構成に比べてより安価に構築できる。また、目詰まりしやすい土質の盛土地盤
に対しては、山側の壁体３２と谷側の壁体３２とによって通水空間４１を形成する図６お
よび図７に示す構成を地下水排除構造として適用し、目詰まりする恐れのない透水性の高
い盛土地盤に対しては、盛土３２中に埋設された地下水を堰き止める壁体３２を備えた図
１２および図１３に示す本構成を地下水排除構造として適用できるので、この２つの構造
を使い分けることにより、より効率的で経済的な地下水排除構造を提供できる。
【０１３０】
　また、図１２（ａ）、（ｂ）に示す地下水排除構造によれば、壁体３２ｋと暗渠４０と
が一体となって形成されているので、壁体３２ｋと暗渠４０とを別々に埋設して地下水排
除構造を作成する場合に比べて作業時間を短くすることができ、速やかに地下水排除構造
を構成することができる。また、壁体３２ｋと暗渠４０とが一体となって形成されている
ので、地盤の圧密沈下や地震時などの地盤内に応力が発生した場合に壁体３２ｋと暗渠４
０とが分離せず、この地下水排除構造の耐久性が増す。
【０１３１】
　また、図１２（ｅ）に示す地下水排除構造によれば、壁体３２ｎが、土に固化材または
固化剤が混合されて形成された改良土で構築されているので、壁体３２ｎの壁面によって
堰き止められた地下水を透過させることがない、透水性の低い壁体が提供される。
【０１３２】
　また、図６（ａ）～（ｆ）および図１３（ｉ）に示す袋詰めまたは包み込み型の束縛補
強土壁体を用いた地下水排除構造や、図７（ｇ）～（ｊ）および図１３（ｇ）に示す盛土
補強土壁体を用いた地下水排除構造、図１２（ｅ）に示す改良土壁体を用いた地下水排除
構造それぞれを、土中に埋設する際に掘削された掘削土が、束縛補強土壁体の資材または
盛土補強土壁体の盛土または改良土壁体の改良土に用いられる構成であってもよい。なお
、図６（ｃ）や図１２（ｆ）に示すかご枠詰め補強土壁体３２ｃは、施工する際に発生す
る掘削土の粒径の大きい石などを多く含んで構成することができる。
【０１３３】
　この構成によれば、壁体３２を埋設する際に掘削された盛土３１の掘削土が、壁体３２
を構成する資材または盛土または改良土に利用されるため、地下水排除構造を形成する際
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に、排出土が出ることが無く、また、資材または盛土または改良土に用いる材料を新たに
用意する必要がない。このため、安価でしかも環境に優しい地下水排除構造が提供される
。また、周囲の地盤と同じ材料で構成されているので、壁体３２を囲む地盤全体の圧力に
不均衡が生じることもなく、壁体３２を囲む地盤全体の安定度が増す。
【０１３４】
　図１６および図１７は、上記の第３の実施の形態による壁体３２の壁面に盛土３１より
透水性が高い透水性物体３３が取り付けられ、透水性物体３３を経た地下水を流路３９に
流入させる地下水排除構造の構成の概略を示す断面図である。
【０１３５】
　図１６（ａ）、（ｂ）では、コンクリート構造にて構築された図１２（ａ）、（ｄ）に
示す壁体３２ｋ、３２ｍの壁面に透水マットからなる透水性物体３３ａが取り付けられて
いる。図１６（ａ）の壁体３２ｋは図１８に示される。図１８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は
、壁体３２ｋの正面図、側面図、平面図である。暗渠４０の上面には、透水性物体３３ａ
の下端部を両側から支持して係止する係止手段を構成するアングル５０およびボルト５１
を備えている。なお、透水性物体３３ａを係止する係止手段は、アングル５０ではなく、
図１８（ｄ）の側面図に示すような突出部５２で構成し、突出部５２と壁体３２ｋとの間
に透水性物体３３ａの下端部を挟持するようにしてもよい。また、暗渠４０の上面の端部
には、暗渠４０の上面の地下水を堰き止める突出部５３を備えている。なお、地下水を堰
き止める構成は突出部５３に限らず、これ以外の手段、例えば、鉄板などからなるアング
ルを用いてもよい。
【０１３６】
　図１６（ｃ）では、改良土構造にて構築した図１２（ｅ）に示す壁体３２ｎの壁面に透
水マットからなる透水性物体３３ａが取り付けられている。図１６（ｄ）では、袋詰め補
強土構造にて構築した図１３（ｉ）に示す壁体３２ａの壁面に透水マットからなる透水性
物体３３ａが取り付けられている。
【０１３７】
　図１９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図１６（ｄ）で用いられる暗渠４０ａの正面図、側
面図、平面図である。暗渠４０ａの上面には、透水性物体３３ａの下端部を両側から支持
する係止手段を構成する一対のアングル５４およびボルト５５を備えている。また、暗渠
４０ａの上面の両端部には、暗渠４０ａの上面の地下水を堰き止める一対の突出部５６を
備えている。係止手段は、アングル５４ではなく、同図（ｄ）の側面図に示すような一対
の突出部５７、５７で構成し、突出部５７、５７の間に透水性物体３３ａの下端部を挟持
するようにしてもよい。
【０１３８】
　図１６（ｅ）では、盛土補強土構造にて構築した図１３（ｇ）に示す壁体３２ｇの壁面
に透水マットからなる透水性物体３３ａが取り付けられている。図１６（ｆ）では、コン
クリートをブロック構造で構築した図１２（ｃ）に示す壁体３２ｄの壁面に透水マットか
らなる透水性物体３３ａが取り付けられている。図１７（ｇ）では、袋詰補強土構造にて
構築した図１３（ｉ）に示す壁体３２ａの壁面に、図１０（ｃ）と同様な中空箱体からな
る透水性物体３３ｃが取り付けられている。図１７（ｈ）では、袋詰補強土構造にて構築
した図１３（ｉ）に示す壁体３２ａの壁面に、図１０（ｂ）と同様な砕石からなる透水性
物体３３ｂが設けられている。図１７（ｉ）では、コンクリートをブロック構造で勾配を
設けて構築した図１３（ｈ）に示す壁体３２ｐの壁面に、透水マットからなる透水性物体
３３ａが取り付けられている。図１７（ｊ）では、コンクリート構造にて構築された図１
２（ａ）に示す壁体３２ｋの谷側の壁面に、透水マットからなる透水性物体３３ａが取り
付けられている。図１７（ｋ）では、コンクリートをブロック構造で構築した壁体３２ｑ
の谷側壁面に、図１０（ｃ）と同様な合成樹脂製の中空箱体からなる透水性物体３３ｃが
取り付けられている。この透水性物体３３ｃの下方に暗渠４０が設けられている。
【０１３９】
　このような本実施形態による地下水排除構造によれば、壁体３２の壁面に盛土３１より
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透水性が高い透水性物体３３が取り付けられていない構造に比べて、盛土３１より透水性
が高い透水性物体３３が取り付けられている壁体３２の壁面全体から、より効率的に広い
範囲で地下水を集水できる。
【０１４０】
　また、透水性物体３３が壁体３２の壁面に取り付けられるため、壁体３２を用いずに透
水性物体３３を単独で盛土３１中に埋設して地下水排除構造を構成する場合に比べて、透
水性物体３３が敷設しやすいため、地下水排除構造を施工する作業効率が向上する。また
、透水性物体３３は、長期間の使用時に地盤の圧力により変形することも少なく、地下水
伝達経路の耐久性が増し、経済的で信頼性の高い地下水排除構造が提供される。
【０１４１】
　また、暗渠４０の流末の排水処理能力の都合により集水された地下水を一度に多く排水
出来ない場合、意図的に、壁体３２の壁面に配置された、盛土３１より透水性が高い透水
性物体３３の量を調整して意図的に集水能力を低下させて、壁体３２により盛土地盤内に
地下水を貯留して排水量の調整を図ることができる。また、図１７（ｊ）、（ｋ）に示す
ように谷側の壁面に透水性物体３３が取り付けられている構成の場合、山側の地下水が溢
れて壁体３２を越え、谷川の暗渠４０の流路３９に透水性物体３３を伝って流れることに
より、壁体３２の山側に地下水を貯留して排水量の調整を図ることができる。
【０１４２】
　また、図１０、図１３（ｉ）、図１６（ｄ）、図１７（ｇ）、（ｈ）に示す地下水排除
構造によれば、壁体３２ａが柔軟性を有するので、壁体３２ａの底面に、暗渠４０の上面
に立設された突出部５３、５６が食い込む。このため、壁体３２ａの低部は、暗渠４０の
上面から水平方向に移動し難くなる。よって、壁体３２ａ全体も、水平方向に移動し難く
なり、壁体３２ａの設置位置は水平方向にずれることなく固定される。
【０１４３】
　また、通水空間４１を下方に伝って落下してきた地下水、または壁体３２によって堰き
止められた地下水は、暗渠４０の上面に突出した突出部５３、５６によって暗渠４０の上
面から流出するのが堰き止められ、暗渠４０の内部に確実に集められて排水される。
【０１４４】
　また、図１６（ａ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、図１７（ｉ）、（ｊ）に示す
地下水排除構造によれば、透水性物体３３の下端部は、係止手段５０、５１、５２、５４
、５５、５７によって暗渠４０の上部に確実に支持される。このため、透水性物体３３の
下端部が暗渠４０の上部からずれてしまうことが防止され、透水性物体３３を伝ってくる
地下水は確実に暗渠４０の流路３９に導かれる。なお透水性物体３３の下端部を暗渠４０
に差し込んだりする構成であってもよい。
【０１４５】
　図２０および図２１は、上記の第３の実施の形態による地下水排除構造の暗渠４０の流
路３９の近傍に、盛土３１より透水性が高い透水性物体３３を備え、壁体３２により堰き
止められた地下水を透水性物体３３によって集水して流路３９に流入させる地下水排除構
造の構成の概略を示す断面図である。
【０１４６】
　図２０（ａ）は、コンクリートにて構築した図１２（ａ）に示す壁体３２ｋの下方にお
ける、暗渠４０が有する流路３９近傍に、透水性の優れた砕石またはその代替物の袋詰め
体の集合体からなる透水性物体３３ｄを備えている。図２０（ｂ）は、コンクリートにて
構築した図１５（ｄ）に示す壁体３２ｋの下方における、暗渠４０が有する流路３９近傍
に、図１０（ｂ）と同様な砕石層からなる透水性物体３３ｂを備えている。図２０（ｃ）
は、コンクリートにて構築した壁体３２ｒの下方における、暗渠４０が有する流路３９近
傍に、図１０（ｃ）と同様な合成樹脂製の中空箱体からなる透水性物体３３ｃを備えてい
る。図２０（ｄ）は、コンクリートにて構築した壁体３２ｒの下方における、暗渠４０が
有する流路３９近傍に、表面に開口が形成されたコンクリート製の中空箱体からなる透水
性物体３３ｅを備えている。図２０（ｅ）は、盛土補強土壁によって構築されている図１
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３（ｇ）に示す壁体３２ｇの下方における、暗渠４０が有する流路３９近傍に、図１０（
ｃ）と同様な中空箱体からなる透水性物体３３ｃを備えている。図２０（ｆ）は、かご枠
詰め補強土壁体にて構築した図１２（ｆ）に示す壁体３２ｃの下方における、暗渠４０が
有する流路３９近傍に、透水性の高いポーラスコンクリートブロックからなる透水性物体
３３ｆを備えている。図２１（ｇ）は、コンクリートにて構築した図１２（ａ）に示す壁
体３２ｋの下方における、暗渠４０が有する流路３９近傍に、地山３０の斜面に沿って敷
設された透水マットからなる透水性物体３３ａを備えている。
【０１４７】
　このような本実施形態による地下水排除構造によれば、壁体３２の壁面によって堰き止
められた地下水は、盛土３１より透水性が高い透水性物体３３により広範囲に吸収されて
暗渠４０へ流される。このため、例えば、地下水の水位が低い場合、または、地山３０の
傾斜が緩い場合、または暗渠４０付近の地山３０が部分的に平地・窪地となっているよう
な場合、特に効率よく地下水を集排水することが可能になる。
【０１４８】
　図２２（ａ）、（ｂ）は、上記の第３の実施の形態によるコンクリート構造にて構築し
た壁体３２ｍ、３２ｋにおいて、暗渠４０、４０の下方部分３２ｍ１、３２ｋ１が遮水性
を有しているコンクリート構造からなる地下水排除構造の断面図である。なお、壁体３２
ｍ、３２ｋにおいて、下方部分３２ｍ１、３２ｋ１が上方の部分より透水性が低い構成で
あってもよい。
【０１４９】
　図２２（ｃ）は暗渠４０の下方部分がコンクリート構造ではない壁体３２の暗渠４０を
通常の地山３０の勾配なりに施工した壁体構造の側面図である。この壁体構造における暗
渠４０は地山３０の傾斜に沿って配置されている。一方、図２３（ｄ）は、図２２（ａ）
、（ｂ）の壁体３２ｍ、３２ｋの暗渠４０の排水勾配を敷設延長方向に地山３０の地形と
逆方向に施工した壁体構造の側面図であり、地下水が地山３０に沿って流れる方向と逆の
矢印方向に暗渠４０の排水勾配が設置してある。図２３（ｅ）は、図２２（ａ）、（ｂ）
の壁体３２ｍ、３２ｋの暗渠の排水勾配を敷設延長方向の地山３０の窪地に左右されずに
施工した壁体構造の側面図である。ここで、線６０、６１は、壁体３２ｍ、３２ｋの下方
部分３２ｍ１、３２ｋ１の下端部を示している。
【０１５０】
　図２４（ａ）は、袋詰め補強土体を積み上げて構築した壁体３２ａにおいて、暗渠４０
の下方部分３２ａ１を止水シート７０で包み込んで止水している地下水排除構造の断面図
である。図２４（ｂ）は、袋詰め補強土体を積み上げて構築した壁体３２ａにおいて、暗
渠４０の下方部分３２ａ２がコンクリート構造である地下水排除構造の断面図である。な
お、下方部分３２ａ１、３２ａ２は、袋詰め補強土体の袋が遮水性の袋から成る構成であ
ってもよい。
【０１５１】
　図２４（ｃ）は図２４（ａ）、（ｂ）のように、暗渠４０の下方部分が止水構造ではな
い壁体３２ａの暗渠４０を通常の地山３０の勾配なりに施工した壁体構造の側面図である
。この暗渠４０は地山３０の傾斜に沿って配置されている。一方、図２５（ｄ）は、図２
４（ａ）、（ｂ）の壁体３２ａの暗渠４０の排水勾配を敷設延長方向に地山の地形３０と
逆方向に施工した壁体構造の側面図であり、地下水が地山３０に沿って流れる方向と逆の
矢印方向に暗渠４０の排水勾配が設置してある。図２５（ｅ）は、図２４（ａ）、（ｂ）
の壁体３２ａの暗渠４０の排水勾配を敷設延長方向の地山３０の窪地に左右されずに施工
した壁体構造の側面図である。
【０１５２】
　このような地下水排除構造によれば、遮水性を有しているまたは透水性が低い暗渠４０
の下方部分３２ｍ１、３２ｋ１、３２ａ１、３２ａ２により、暗渠４０の下方に地下水を
溜めて地下水の流下を止めつつ、遮水性を有しているまたは透水性が低い暗渠４０の下方
部分３２ｍ１、３２ｋ１、３２ａ１、３２ａ２の高さを変えて、暗渠４０の勾配を自由に
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設計することができる。このため、所望の向きに、例えば、暗渠４０の敷設延長方向の地
山３０が上がる勾配であっても、その勾配に逆らって下る向きに、つまり、地山３０の勾
配に左右されずに暗渠４０の勾配が付けられ、地山３０の地形に左右されない排水計画が
可能となる。特に、既存の宅地造成地において計画する場合、地形や、既設の住宅、道路
等の地上構造物により暗渠を配置する構成が制約されるが、この制約に応じて暗渠４０の
勾配を自由に設計することができる。また、暗渠４０の延長方向の途中に窪地が発生して
も、この窪地における遮水性を有するまたは透水性が低い暗渠４０の下方部分３２ｍ１、
３２ｋ１、３２ａ１、３２ａ２を高くすることにより、窪地における地下水を壁体３２の
下方へ流下させずに、暗渠４０の勾配を窪地に左右されずに設計できる。
【０１５３】
　なお、上記の第１の実施形態では、圧縮耐力または剪断耐力に関する性能表示を行うた
めに土のう１８が用いられていたが、土のう１８に限らず、壁体３２を構成する資材は、
第２および第３の実施形態で説明したように土またはその代替物が包装体で拘束補強され
て形成され、包装体を構成する材料の引っ張り強さに応じて包装体から受ける最大拘束応
力σ’に基づいて圧縮耐力が求められ、求められたこの圧縮耐力に基づいて圧縮耐力に関
する性能表示が行われている構成であってもよい。また、壁体３２を構成する資材は、土
またはその代替物が包装体で拘束補強されて形成され、包装体を構成する材料の引っ張り
強さに応じて包装体から受ける最大拘束応力σ’に基づいて発現する最大剪断強度τｆが
求められ、求められたこの最大剪断強度τｆに基づいて剪断耐力に関する性能表示が行わ
れている構成であってもよい。
【０１５４】
　この構成によれば、圧縮耐力または剪断耐力に関する性能表示が行われている資材が用
いられて、壁体３２が形成される。このため、地下水排除構造の圧縮耐力または剪断耐力
に関する性能表示が行われ、地下水排除構造が地中に形成された道路３８の強度がどの程
度のものであるか、性能表示することが可能になる。従って、例えば、どの程度の重量ま
での車両が、地下水排除構造が地中に形成された道路３８上を通行可能かを表示すること
が出来、安全が確保されるようになる。
【符号の説明】
【０１５５】
　１２…山側盛土
　１３…谷側盛土
　１６…山側土のう壁
　１７…谷側土のう壁
　１８…土のう
　１８ａ…土のう袋
　１９…暗渠配水管
　１９ａ…開口部
　１９ｂ…突出部
　２０…通水空間
　２１…透水マット
　２２…アングル
　２３…ボルト
　３０…地山
　３１…盛土
　３２、３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ、３２ｇ、３２ｈ、３２ｉ、　３２ｊ、３２ｋ
、３２ｌ、３２ｍ、３２ｎ、３２ｐ、３２ｑ、３２ｒ…壁体
　３２ａ１、３２ａ２、３２ｋ１、３２ｍ１…壁体の下方部分
　３３、３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄ、３３ｅ、３３ｆ…透水性物体
　３４…暗渠
　３５、３６、４２、４３…地下水位線
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　３７…家屋
　３８…道路
　３９…流路
　４０、４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ、４０ｅ…暗渠
　４１…通水空間
　４４…パネル
　４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ…補強材
　４６、４７…蓋
　５０、５４…アングル
　５１、５５…ボルト
　５２、５３、５６、５７…突出部
　７０…止水シート

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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