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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】メンテナンス時に突発的な降雨に遭遇した場合
でも、作業環境や安全性の悪化を防止できる浸透桝を提
供する。
【解決手段】雨水を送り込む導水管２２等が接続される
上部桝１１と、地中に埋め込まれ且つ側面に多数の透水
孔１６が形成された下部桝１５と、水平に展開して内部
を上下に区画する中間スラブ１２と、で浸透桝を構成し
て、中間スラブ１２には、作業員の通路となる点検口１
４と、雨水の流路となる通水孔１３と、を設ける。この
ように点検口１４と通水孔１３を分離することで、メン
テナンス中に突発的な降雨に遭遇した場合でも、雨水は
点検口１４ではなく通水孔１３から落下する。そのため
作業員は、大量の雨水に阻まれることなく中間スラブ１
２の上に脱出可能で、不快な思いをすることがなく、ま
た安全性にも優れている。なお点検口１４の外周を取り
囲む遮水壁１９を設けることもできる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　雨水を送り込む導水管（２２）等が接続され且つ地表面付近に位置する上部桝（１１）
と、
　地中に埋め込まれ且つ側面に多数の透水孔（１６）が形成された下部桝（１５）と、
　水平に展開して内部を上下に区画する中間スラブ（１２）と、
からなり、
　前記中間スラブ（１２）には、作業員の通路となる点検口（１４）と、該点検口（１４
）よりも小断面で雨水の流路となる通水孔（１３）と、を設けたことを特徴とする浸透桝
。
【請求項２】
　前記中間スラブ（１２）の上面には、前記点検口（１４）の外周を取り囲む遮水壁（１
９）が突出していることを特徴とする請求項１記載の浸透桝。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、雨水を地中に浸透させるために用いる浸透桝に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、都市部では地表面の多くがコンクリートなどで覆われており、雨水を地中に浸透
させることが難しくなっている。そのため豪雨が発生すると、大量の雨水が一気に河川や
低地に集中して、様々な災害を引き起こすことがある。このような事態を解消するため、
地域による差はあるが、浸透桝を設置して、雨水をその場で地中に浸透させる対策が進め
られている。
【０００３】
　豪雨対策として設置される浸透桝は、コンクリート製の筒状で、大量の雨水を一時的に
貯える機能も有しており、深さが数メートルにも達する。また雨水を徐々に地中に浸透さ
せるため、側面や底面には多数の孔が形成されているほか、上部には、周辺の雨水を受け
入れるため、排水溝やパイプが接続されている。設置後の浸透桝は、異物の流入が避けら
れず、やがて側面や底面の孔が塞がれ、機能が低下する恐れがある。そのため浸透桝の内
部には、網やカゴなどを設置して異物を除去することも多いが、その目詰まりを防ぐため
、清掃などのメンテナンスが欠かせない。
【０００４】
　大形の浸透桝は、メンテナンスなどのため、内部に作業員が入ることを想定しており、
途中に足場となる中間スラブを設けることが多い。中間スラブは、浸透桝の内部を上下に
区画する単純な平板だが、作業員がその上下を移動できるよう、一部を切り抜いた点検口
を設けてある。点検口は、雨水の流路を兼ねることもある。
【０００５】
　浸透桝に関しては、これまでにも様々な技術開発が進められており、その例を後記特許
文献に示す。特許文献１では、桝本体の下に底版塊を設けた雨水浸透桝が開示されており
、底版塊は、桝本体の下面よりも広くなっている。しかも底版塊の上面には、桝本体を固
定する段付突起台を設けてあり、桝本体を安定して据え付けることができる。加えて底版
塊の上面には、雨水の流路となる切欠部を形成してあり、浸透を一段と促進させることが
できる。
【０００６】
　特許文献２では、浸透能力を増大させるため、不純物を除去できる雨水浸透桝が開示さ
れている。この雨水浸透桝は、桝本体の側壁にホルダを取り付けて、これを利用して浸透
桝の内部に支持梁を架設して、その上にフィルタを載せた構造である。雨水がフィルタを
通過することで不純物が除去され、雨水だけが桝本体から地中に浸透していく。なおホル
ダは、側壁の導出孔に嵌め込まれる円筒部と、実際に支持梁の端部を受け止める棚と、で
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構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開平０２－１３６１８５号公報
【特許文献２】実開平０５－０５４６８９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　浸透桝を正常に機能させるには、前記のように、清掃などのメンテナンスが欠かせない
。ただし異物の流入は、降水量や周辺環境などの不確定要素が多く、一定の日数を隔てて
メンテナンスをする方法では、十分な効果を得ることができない。そのため降水直後に見
回りを行い、正常に機能していない浸透桝を見つけ出し、直ちにメンテナンスをすること
も多い。特に降雨期においては、早急な対応が必要で、天候の急変に注意しながらメンテ
ナンスをすることもある。
【０００９】
　中間スラブの下でメンテナンスをしている際、突発的な降水に遭遇すると、中間スラブ
に設けた点検口の外縁から雨水が環状に落下する。そのため、作業員が中間スラブの上に
脱出する際、全身に雨水を浴びて著しく不快な思いをする。また点検口周辺は、雨水で滑
りやすくなり、脱出の際、手や足が不用意に滑り、思わぬ事故を招く恐れもあり、作業環
境や安全性の面で課題がある。
【００１０】
　本考案はこうした実情を基に開発されたもので、メンテナンス時に突発的な降雨に遭遇
した場合でも、作業環境や安全性の悪化を防止できる浸透桝の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の課題を解決するための請求項１記載の考案は、雨水を送り込む導水管等が接続さ
れ且つ地表面付近に位置する上部桝と、地中に埋め込まれ且つ側面に多数の透水孔が形成
された下部桝と、水平に展開して内部を上下に区画する中間スラブと、からなり、前記中
間スラブには、作業員の通路となる点検口と、該点検口よりも小断面で雨水の流路となる
通水孔と、を設けたことを特徴とする浸透桝である。
【００１２】
　本考案は、メンテナンスのため、内部に作業員が入ることのできる大きさの浸透桝を想
定しており、大別して、上部桝と下部桝と中間スラブで構成される。上部桝は、最も地表
面近くに位置する箱状で、天面が塞がれたものと、開放されたものがある。天面が塞がれ
たものは、その一部を切り抜いてマンホールを設ける。また天面が開放されたものは、グ
レーチングなどを載せる。そのほか上部桝の側面には、周辺の雨水を取り込むため、導水
管や排水溝が接続される。
【００１３】
　下部桝は、上下面が開放しており側面だけで構成される箱状で、全体が地中に埋め込ま
れ、雨水を浸透させるため、側面に多数の透水孔が形成されているほか、雨水を一時的に
貯える機能も有している。また中間スラブは、作業員の足場となる平面状の板で、通常は
、上部桝と下部桝との間に設ける。ただし下部桝が極端に深い場合、作業性を考慮して、
下部桝の途中にも中間スラブを設けることがある。
【００１４】
　上部桝や下部桝などは、輸送や施工を考慮して、それぞれを個別に製造した上、現地で
一体化することが多い。さらに下部桝については、浸透能力を向上させるため、複数個を
上下に積層することもある。このように浸透桝を複数のブロックで構成する場合、中間ス
ラブは、隣接するブロックの境界に挟み込む。また地質によっては、上部桝と下部桝との
間に、単に深さを稼ぐだけのスペーサを挟むこともある。このスペーサは下部桝と同形状



(4) JP 3180226 U 2012.12.6

10

20

30

40

50

だが、透水孔は存在しない。
【００１５】
　中間スラブには、点検口と通水孔の両方を設ける。点検口は、作業員が中間スラブの上
下を移動する際の通路となる孔で、身体が無理なく通過できる大きさとする。なお点検口
は、その目的から、一枚の中間スラブに一箇所だけとなる。そして本考案では、点検口と
は別途に、雨水の流路となる通水孔を設けたことを特徴とする。通水孔は、作業員が通過
できないよう、点検口よりも小断面とするが、雨水の通過流量を確保するため、複数を連
続的に配置することが多い。
【００１６】
　このように、点検口とは別途に通水孔を設けることで、メンテナンス中に突発的な降雨
に遭遇した場合でも、中間スラブに流入した雨水の多くは、点検口ではなく通水孔から落
下する。そのため作業員は、大量の雨水に阻まれることなく中間スラブの上に脱出可能で
、安全性や作業の快適性の面で優れている。なお点検口からの雨水の落下を抑制するため
、中間スラブの上面に若干の高低差を設けて、雨水を通水孔に誘導することができる。
【００１７】
　そのほか通水孔には、網などを取り付けて、大形の異物を中間スラブの上面に集めるこ
とができる。これによって、下部桝の透水孔の詰まりを抑制でき、機能の低下が緩やかに
なる。なお点検口や通水孔の断面形状は、安全性や流量などに問題がない範囲で自在に決
めることができる。ただし点検口は、使用時を考慮して、外縁付近に設けることが多い。
【００１８】
　請求項２記載の考案は、点検口の構成に関するもので、中間スラブの上面には、点検口
の外周を取り囲む遮水壁が突出していることを特徴とする。遮水壁は、中間スラブの上面
から突出して、点検口の外縁を取り囲む堤防状のもので、点検口から雨水が落下すること
を防止する。そのため遮水壁は、必ず切れ目のない環状とする。また遮水壁の高さは、作
業員の移動等に支障がない範囲で、自在に決めることができる。なお遮水壁は、中間スラ
ブと一体で成形することもできるが、別途に製造して中間スラブに組み込み、ゴム等で止
水処理を施してもよい。
【００１９】
　遮水壁を設けることで、中間スラブの上面に雨水が滞留するような状況でも、点検口か
らの雨水の落下を抑制できる。そのため、突発的な降雨で作業員が中間スラブの下から脱
出する際、安全性が一段と向上するほか、作業員が中間スラブの上に載っている際、不用
意に足などが点検口に入り込むことを防止できる。さらに遮水壁は、中間スラブの上面か
ら突出しているため、手や足を掛けることができ、滑り止めとしての機能を発揮して、移
動時の転落事故を回避できる。
【考案の効果】
【００２０】
　請求項１記載の考案のように、浸透桝の内部を区画する中間スラブには、点検口とは別
途に雨水の流路となる通水孔を設けることで、雨水は、点検口ではなく通水孔から落下す
る。そのため、メンテナンス中に突発的な降雨に遭遇した場合でも、作業員は、大量の雨
水に阻まれることなく中間スラブの上に脱出可能で、不快な思いをすることがなく、また
安全性にも優れている。
【００２１】
　請求項２記載の考案のように、中間スラブの上面には、点検口の外周を取り囲む遮水壁
を突出させることで、中間スラブの上面に雨水が滞留するような状況でも、点検口からの
雨水の落下を抑制できる。そのため、中間スラブの下からの脱出が一段と容易になる。ま
た遮水壁は、中間スラブの上面から突出しているため、移動の際、手や足を掛けることが
でき、安全性の向上に貢献する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本考案による浸透桝の形状例を示す斜視図である。



(5) JP 3180226 U 2012.12.6

10

20

30

40

50

【図２】本考案による浸透桝を地中に埋め込んだ状態の縦断面図である。
【図３】中間スラブの形状例を示す斜視図である。
【図４】図１とは異なる構成の浸透桝を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本考案による浸透桝の形状例を示している。この浸透桝は、上から順に、上部
桝１１、中間スラブ１２、下部桝１５、底版１７で構成されており、全体が地中に埋め込
まれる。上部桝１１は、下面が開放した箱状で、また天面には円形の上部開口２０が形成
されており、これを取り囲むように円筒状の蓋受３０を載せる。蓋受３０は、作業員が内
部に入るためのマンホールとなり、通常は円盤状の上蓋３１で塞がれる。なお蓋受３０は
、上部桝１１から突出しており、浸透桝を設置した後は、蓋受３０の上面が地表面と同じ
高さとなる。
【００２４】
　浸透桝には、周辺に降り注いだ雨水を流入させる必要があり、上部桝１１の側面に円筒
状の導水管２２が接続されている。なお導水管２２ではなく、上面が開放した排水溝が接
続されることもある。施工時は、導水管２２などの配置に応じて、上部桝１１の側面を部
分的に切り抜き、内部に雨水を流入させる。この導水管２２などは、上部桝１１の内部に
貫通させる場合と、上部桝１１の側面に突き当てる場合があり、いずれの場合も上部桝１
１との接続部に止水処理を施す。
【００２５】
　下部桝１５は、上下両面が開いた箱状で、雨水を貯える機能と、雨水を地中に浸透させ
る機能を兼ね備えている。下部桝１５の側面には、多数の透水孔１６が連続的に形成され
ており、雨水を広範囲に分散させて、素早く地中に浸透させる。なお透水孔１６は、内部
の異物や外部の小石などの通過を防止するため小径としてあり、外から内に向かうに連れ
て断面径が絞り込まれている。
【００２６】
　この図の下部桝１５は、同一形状のものを上下に二個積み重ねてある。このように下部
桝１５を積層構造とすることで、浸透桝の能力を自在に調整できるほか、輸送や施工も容
易になる。なお状況によっては、下部桝１５を積層することなく、一個だけ用いることも
ある。また下部桝１５の内部には、作業員の移動を考慮して、等間隔でＵ字形の足掛金物
２４を取り付けてある。そして下部桝１５の下には、浸透桝全体を受け止める底版１７を
配置する。底版１７には、雨水の浸透を促進させるため、大径の底孔１８を設けてある。
【００２７】
　最上部の蓋受３０から上部桝１１、中間スラブ１２、下部桝１５、底版１７までの各構
成要素はコンクリート製で、それぞれを個別に製造して、現地で一体化する。なお据付後
の浸透桝に外力が作用して、上下方向にズレが生じることを防止するため、隣接する構成
要素の境界面には、段差や溝などを設けて、嵌め込み構造とする場合もある。
【００２８】
　中間スラブ１２は、上部桝１１と下部桝１５との境界に挟み込まれる平面状の板で、作
業員の足場となる。そのため中間スラブ１２には、作業員が無理なく通過できる大きさの
点検口１４を設けてある。点検口１４は、下部桝１５の足掛金物２４に対応して、中間ス
ラブ１２の外縁に位置する。そして点検口１４の上面外周には、環状の遮水壁１９が突出
しており、点検口１４からの雨水の落下を防止する。遮水壁１９を設けることで、不用意
に足などが点検口１４に入り込むことを防止できるほか、点検口１４を通過する際に手や
足を掛けることができ、安全性が向上する。なおこの図の遮水壁１９は、中間スラブ１２
と一体で成形されている。
【００２９】
　中間スラブ１２には、点検口１４のほか通水孔１３を設けてある。通水孔１３は、雨水
を落下させるための孔で、作業員の安全性のほか、大形の異物の除去を考慮して小径とし
てある。そのため通水孔１３は、点検口１４を除く中間スラブ１２の上面全域に配置して
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あり、所定の落下流量を確保している。
【００３０】
　図２は、本考案による浸透桝を地中に埋め込んだ状態の縦断面である。この図では、上
部桝１１と下部桝１５との間に中間スラブ１２が挟み込まれており、さらに下部桝１５は
、上下に二個積み重ねてある。また上部桝１１の側面には、雨水を送り込む導水管２２が
貫通しており、導水管２２の先端には下向きの曲管を取り付け、中間スラブ１２と対面さ
せている。そのほか上部桝１１の天面には、上部開口２０を形成してあり、その上に蓋受
３０を載せている。蓋受３０の上面内周には、上蓋３１が収容されている。
【００３１】
　中間スラブ１２には、作業員の通路となる点検口１４が一箇所だけ設けてあり、さらに
雨水の流路となる通水孔１３には、異物の通過を防止するためフィルタ２３が嵌め込まれ
ている。また下部桝１５の側面には、多数の透水孔１６を形成してある。そして浸透桝を
下支えする底版１７には、大径の底孔１８を形成してあり、大量の雨水を地中に浸透させ
る。そのほか上部桝１１や下部桝１５の内部側面には、作業員の移動を考慮して、上下に
複数の足掛金物２４を取り付けてある。
【００３２】
　浸透桝を据え付ける際は、まず地盤に逆台形状の穴を掘削して、この穴の側面全体に浸
透シートを覆い被せていく。次に穴の底部に底砂を散布して、その上に一定の厚さで砕石
を敷き詰める。そして砕石の上に底版１７を水平に据え置き、さらに下部桝１５、中間ス
ラブ１２、上部桝１１、蓋受３０を順に載せて、浸透桝を地盤に据え付ける。
【００３３】
　その後、浸透シートと下部桝１５との空間に砕石を詰め込み、次に導水管２２などを接
続して、最後に穴を埋め砂で完全に塞ぎ、コンクリートなどで路面を形成する。上部桝１
１の天面には蓋受３０が嵌め込まれており、蓋受３０の上面が地表面と同じ高さとなる。
そのため上部桝１１の天面は、埋め砂や路面で覆い隠され、蓋受３０の上面とその中に収
容された上蓋３１だけが地表面に露見する。
【００３４】
　浸透シートは、周辺の土砂の流入を防ぐもので、液体と気体だけが自由に通過できる。
なお浸透シートは、過酷な環境で長期間使用されることから、強度や耐久性などに優れた
ものを使用する。そのほか下部桝１５の外周に詰め込まれる砕石は、透水孔１６の目詰ま
りを防止するため、あらかじめフルイで大きさを選別してある。
【００３５】
　図３は、中間スラブ１２の形状例を示している。本考案では、中間スラブ１２に点検口
１４と通水孔１３を設けることを特徴としているが、その具体的な構成は自在である。そ
のため図の「中間スラブの構成例１」のように、中間スラブ１２には、点検口１４となる
大径の丸孔と、通水孔１３となる複数の小径の丸孔と、を設けることもできる。この点検
口１４は、遮水壁１９となる環状体２５を組み込む方式となっている。
【００３６】
　環状体２５の外周面は、途中で直径が変わっており、上半分の大径部分は遮水壁１９と
なり、下半分の底筒２６は点検口１４に嵌まり込み、中間スラブ１２に固定される。した
がって浸透桝を据え付けた後は、環状体２５の内周が点検口１４として機能する。なお環
状体２５と中間スラブ１２との境界には、接着剤などで止水処理を施し、雨水の落下を防
止する。
【００３７】
　雨水の流路となる通水孔１３には、合成樹脂製のフィルタ２３を差し込むこともできる
。フィルタ２３は、通水孔１３の内径に応じた筒状だが、上面が格子状になっており、大
形の異物の落下を防止できる。このようにフィルタ２３を組み込むことで、多くの異物を
中間スラブ１２の上面に集めることができ、メンテナンスの際、大半の作業を中間スラブ
１２の上面で実施可能で、安全性の向上や時間短縮といった効果を期待できる。
【００３８】
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　図の「中間スラブの構成例２」では、中間スラブ１２の上面に傾斜面２９を形成して、
その最も低い位置に一箇所の通水孔１３を設けている。そのため点検口１４には、遮水壁
１９を設けていない。また通水孔１３は、矩形状で一箇所だけとなっており、流量を確保
するため断面積をある程度大きくしているが、点検口１４よりも狭く作業員は通過できな
い。なお通水孔１３の上部外縁には、額縁状の段差２７を設けて、その上に金網２８を載
せて異物を除去している。
【００３９】
　図４は、図１とは異なる構成の浸透桝を示している。本考案の浸透桝は、中間スラブ１
２に点検口１４と通水孔１３を設けるならば、他の構成は自在である。そこでこの図のよ
うに、上部桝１１の天面に矩形状の上部開口２０を設けて、その中に金属製のグレーチン
グ３３を配置することもできる。なおグレーチング３３を載せるため、上部開口２０の外
縁には、額縁状の受け面２１を設けてある。グレーチング３３を用いることで、上部開口
２０からも雨水が流入する。
【００４０】
　そのほかこの図では、下部桝１５を上下に三個積層させている。このように下部桝１５
は、必要に応じて積層数を自在に調整できる。さらに雨水を浸透桝に流入させるため、Ｕ
字形の排水溝３２を用いている。この排水溝３２は、上部桝１１の内部に貫通させること
なく側面に突き当てており、上部桝１１の側面には、雨水を内部に流入させるための側窓
３４を設けてある。なお上部桝１１と排水溝３２との接触面には、モルタル等で止水処理
を施す。
【符号の説明】
【００４１】
１１　上部桝
１２　中間スラブ
１３　通水孔
１４　点検口
１５　下部桝
１６　透水孔
１７　底版
１８　底孔
１９　遮水壁
２０　上部開口
２１　受け面
２２　導水管
２３　フィルタ
２４　足掛金物
２５　環状体
２６　底筒
２７　段差
２８　金網
２９　傾斜面
３０　蓋受
３１　上蓋
３２　排水溝
３３　グレーチング
３４　側窓
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