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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存Ｕ字溝の既存蓋に代えて新たな蓋を装着するＵ字溝の改修方法であって、前記新た
な蓋が、フレーム状の一次蓋と、該一次蓋の開口部に脱着自在の二次蓋からなり、既存Ｕ
字溝の上部を切除することなく、前記一次蓋が前記既存Ｕ字溝の既存蓋受部に装着され、
接着一体化されることを特徴とするＵ字溝の改修方法。
【請求項２】
　請求項１の改修方法において、前記二次蓋が前記既存蓋よりも薄いものであることを特
徴とするＵ字溝の改修方法。
【請求項３】
　請求項１又は２の改修方法において、前記一次蓋が、所定間隔を隔てて平行に対向する
２本の蓋受部材と、該２本の蓋受部材を連結する幅方向の連結部材とからなり、全体がコ
ンクリートで一体に成形されていることを特徴とするＵ字溝の改修方法。
【請求項４】
　請求項１又は２の改修方法において、前記一次蓋が、所定間隔を隔てて平行に対向する
２本の蓋受部材と、該２本の蓋受部材を連結する幅方向の連結部材とからなり、全体が金
属で一体に成形されていることを特徴とするＵ字溝の改修方法。
【請求項５】
　請求項３又は４の改修方法において、前記蓋受部材が、その蓋受面の内側から下方に形
成されている垂下壁を有するものであることを特徴とするＵ字溝の改修方法。



(2) JP 5172193 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【請求項６】
　既存Ｕ字溝の上部を切除することなく、所定間隔を隔てて平行に対向する２本の蓋受部
材を、幅方向の連結部材を仮留めすることで仮に一体化した結合蓋受部材を、既存Ｕ字溝
の既存蓋受部に装着し、該蓋受部と前記結合蓋受部材を接着一体化した後、前記連結部材
を取り外し、前記２本の蓋受部材に既存蓋よりも薄い新たな蓋を装着することを特徴とす
るＵ字溝の改修方法。
【請求項７】
　請求項６の改修方法において、前記蓋受部材が、その蓋受面の内側から下方に形成され
ている垂下壁を有するものであることを特徴とするＵ字溝の改修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路側部に沿って、又は道路を横断して埋設設置されたＵ字溝の改修方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋設設置されたＵ字溝は、設置直後でもガタツキによる騒音の問題に悩ませられたり、
年月が経過するに従って老朽化し、強度が低下していたり、地上に露出している部分や蓋
受部が磨り減ったり欠けたりするので、このような騒音を発するＵ字溝や老朽化したＵ字
溝の蓋受部を補修する必要がある。また、従来のＵ字溝の蓋は、厚さが１００ｍｍ程度あ
り、その重さは４５ｋｇ程度であった。したがって、蓋はかなり重く、側溝内の清掃作業
をする場合などにおいて、蓋を着脱する作業が困難を極める。そこで、このような既存の
蓋を騒音防止型や厚さの薄い軽量の蓋に交換したいという要望もある。
【０００３】
　下記特許文献１には、既存の蓋と交換するための軽量な薄い蓋が開示されている。図１
４は、従来の、老朽化した側溝に軽量蓋を装着して改修する方法を説明する、蓋受部付近
の断面図である。地中に埋設された既存のＵ字溝の既存蓋（図示せず）を取り除き、蓋受
部（蓋受面１ａ及び縦壁１ｂからなる）の欠けた部分を補修する。符号２１はこのような
補修部で、モルタルなどの適宜の補修材を塗り、コテ仕上げをしたものである。その後、
従来の蓋よりも薄く軽量な蓋２０を装着する。蓋２０は、レジンコンクリート製など、曲
げ強度が大きいもので、下面の両側に脚部２０ａ（角パイプなど）が設けられている。
　また、蓋受部を補修する際に、蓋受面１ａを、モルタルなどで脚部２０ａの高さまで嵩
上げし、脚部を有しない蓋を装着する方法もある。
　また、Ｕ字溝の蓋受部付近、例えば図１４の線Ｘよりも上の部分をカッターで切断して
取り除き、現場で、型枠を組み、コンクリートを流し込んで、取り除いた部分を作り直し
、新たな蓋を装着する方法もある。
【特許文献１】登録実用新案公報第３１０８０５３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の、蓋受部を補修した後に、脚部２０ａの付いた蓋を装着する方法は、補修作業が
面倒な上、補修部が乾燥して強度を発現するまで蓋を装着することができないので相当の
工期を要し、また、脚部２０ａの付いた蓋を特別に製作しなければならないという問題が
ある。
　上記の、蓋受面１ａを、モルタルなどで脚部２０ａの高さまで嵩上げする方法は、モル
タルなどで嵩上げする作業が面倒な上、当該部分が乾燥して強度が発現するまで蓋を装着
することができないので相当の工期を要するという問題がある。
　上記の、Ｕ字溝の蓋受部付近を取り除き、作り直す方法は、作り直す作業がさらに面倒
な上、作り直した部分が乾燥して強度が発現するまで蓋を装着することができないのでか
なりの工期を要し、またコンクリート廃棄物が発生するという問題がある。
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　上記いずれの手法で既存の側溝形状を復元しても、蓋のガタツキによる側溝と蓋の破壊
は改善されず、同等の改修工事を繰り返している現状がある。
　また、上記いずれの方法も、老朽化したＵ字溝の強度を改善することはできない。すな
わち、Ｕ字溝の近くを車両が通行した際など、Ｕ字溝には土圧と共に車輛の積載荷重が作
用し、Ｕ字溝の側壁が内側に傾き、これが繰り返されることで側壁が破壊されるおそれが
ある。
【０００５】
　本発明は、既存Ｕ字溝の蓋受部分の補修を省略し、従って、補修時に発生するコンクリ
ート廃棄物がなく、容易に新たな軽量蓋を装着でき、現場での工期も短縮できるようにす
ることを課題とするものである。
　また本発明は、老朽化したＵ字溝の強度を改善できるようにすることも課題とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、既存Ｕ字溝の既存蓋に代えて新たな蓋を装着するＵ字溝の改修方法であって
、前記新たな蓋が、フレーム状の一次蓋と、該一次蓋の開口部に脱着自在の二次蓋からな
り、既存Ｕ字溝の上部を切除することなく、前記一次蓋が前記既存Ｕ字溝の既存蓋受部に
装着され、接着一体化されることを特徴とするＵ字溝の改修方法である。
【０００７】
　また本発明は、既存Ｕ字溝の上部を切除することなく、所定間隔を隔てて平行に対向す
る２本の蓋受部材を、幅方向の連結部材を仮留めすることで仮に一体化した結合蓋受部材
を、既存Ｕ字溝の既存蓋受部に装着し、該蓋受部と前記結合蓋受部材を接着一体化した後
、前記連結部材を取り外し、前記２本の蓋受部材に既存蓋よりも薄い新たな蓋を装着する
ことを特徴とするＵ字溝の改修方法である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、既存の蓋よりも薄い蓋を使用するので、蓋が軽量化され、側溝内の清掃作業
をする場合などにおいて、蓋を着脱する作業が容易となる。
　既存Ｕ字溝の蓋受部の補修が必要ないので、現場での作業が容易となり、コンクリート
廃棄物も無くし工期も短縮できる。
　一次蓋の連結部材が横梁として作用するので、既存Ｕ字溝の強度が改善され、既存Ｕ字
溝の側壁が内側に傾くのを防止できる。
　二次蓋として、騒音の発生しない蓋を用いることが容易にでき、車両が蓋の上を通過し
た際の蓋鳴りを防ぐことが可能となる。
　蓋受部材に垂下壁を設けると、Ｕ字溝の蓋受面の角が欠けていても、せき板を設けるこ
となく接着剤の注入を容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明において、二次蓋は、既存の蓋よりも厚さが薄く、軽量のものを用いることが望
ましい。
【００１０】
　本発明において、一次蓋は、既存Ｕ字溝の蓋受部に接着一体化する。接着剤としては、
モルタル、セメントミルクなどの無機系接着剤、エポキシ樹脂などの樹脂系接着剤など、
任意の接着剤を使用できる。一次蓋と既存Ｕ字溝の蓋受部を接着一体化することで、既存
Ｕ字溝が強化される。すなわち、Ｕ字溝の側壁に土圧・積載荷重が作用したとき、一次蓋
の連結部材が横梁として土圧・積載荷重に対抗し、Ｕ字溝の側壁が内側に傾くのを防止す
る。接着剤は、一次蓋を装着する前にＵ字溝の蓋受部に塗布してもよいし、一次蓋を装着
した後に注入してもよい。
 
【００１１】
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　本発明において、一次蓋を、所定間隔を隔てて平行に対向する２本の蓋受部材と、該２
本の蓋受部材を連結する幅方向の連結部材とからなり、全体がコンクリートで一体に成形
されているものとすることができる。この場合、一次蓋の蓋受部材の二次蓋と接する部分
を曲面等の騒音防止型形状とし、騒音の発生しない二次蓋を用いることが容易にできる。
【００１２】
　また、一次蓋を、所定間隔を隔てて平行に対向する２本の蓋受部材と、該２本の蓋受部
材を連結する幅方向の連結部材とからなり、全体が金属で一体に成形されているものとす
ることもできる。一次蓋を金属製とすることで、軽量化でき、現場での作業がより容易に
なる。
【００１３】
　本発明において、蓋受部材に、その蓋受面の内側から下方に形成した垂下壁を設けるこ
とができる。これにより、Ｕ字溝の蓋受面の角が欠けていても、せき板を設けることなく
接着剤の注入を容易に行うことができる。
【実施例】
【００１４】
　以下、実施例を説明する図面に基づいて、本発明を詳細に説明する。図１はコンクリー
ト製の一次蓋２及び二次蓋５の例を示す斜視図、図２は、図１の一次蓋２を既存Ｕ字溝１
に装着した断面図、図３は一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した平面図、図４は一次蓋２を
既存Ｕ字溝１に装着した要部断面図、図５は図１の二次蓋５の斜視図、図６は二次蓋５の
断面図、図７は二次蓋５の装着部分の詳細説明図、図８、９はコンクリート一次蓋の他例
を示す平面図、図１０は金属製一次蓋２及び結合蓋受部材１２の例を示す斜視図、図１１
は図１０の一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した断面図、図１２は金属製一次蓋２を既存Ｕ
字溝１に装着した要部断面図、図１３はコンクリート製一次蓋の他例の要部断面図である
。
【００１５】
　図１～４、７に示す一次蓋２は、コンクリートで全体が一体成形されており、所定間隔
を隔てて平行に対向する２本の蓋受部材３と、その２本の蓋受部材３を連結する幅方向の
連結部材４とからなり、全体が四辺形状をなし、中央部分が２枚の二次蓋５を装着する開
口部となっている。既存のＵ字溝１の既存蓋を取り外し、その蓋受部を清掃した後、図２
、３に示されるように、一次蓋を連続して既存のＵ字溝１の蓋受部に装着する。一次蓋２
の開口部には、図１～７に示す二次蓋５が着脱自在に装着される。二次蓋５はレジンコン
クリート製又は繊維補強コンクリート製とすることが望ましいが、ダクタイル鋳鉄製や鋼
製グレーチング等にすることもできる。レジンコンクリートは曲げ強度、引張強度を有す
るので、必要強度を得るのに蓋の厚さを薄くすることができる。さらにレジンコンクリー
トは可使時間の制御が可能であり、早期に高強度を発現し、接着性、水密性、耐凍結融解
性、耐薬品性、耐摩耗性、電気絶縁性等に優れる。繊維補強コンクリートは、ガラス繊維
、鋼繊維、カーボン繊維などの繊維をコンクリート中に分散させたものである。繊維補強
コンクリートも曲げ強度、引張強度を有するので、蓋の厚さを薄くすることができる。こ
のようにすることで、二次蓋５の厚さ、重量共に既存の蓋の１／２～１／３程度とするこ
とができる。したがって、Ｕ字溝の清掃作業時などにおける蓋の着脱作業を容易にするこ
とが可能となる。二次蓋５には、雨水の流入のため、また蓋を取り外すときの手掛とする
ため、多数のスリット６が形成されている。
【００１６】
　図７に、一次蓋の蓋受部材３の蓋受面と、二次蓋５の関係を示す。蓋受部材３の蓋受面
３ａ及び二次蓋５の接面部８はいずれも曲面となっており、蓋受面３ａの曲率中心Ｏ１と
二次蓋の接面部８の曲率中心Ｏ２とが僅かに（０．１～０．５ｍｍ）離れている。二次蓋
５の接面部８の曲面は、Ｏ１（蓋受部材３の蓋受面３ａの曲率中心）を基準として垂線か
ら角度αの所から始まり角度βにわたって形成されている。αは、二次蓋に跳ね上がりを
防止する突起部１０を設けた関係上設けたもので、３０°～３５°程度が適当である。突
起部を設けない場合は０°でもよい。α＋βは６０°が適当である。接面部８の上端部は
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接合点９（二次蓋を装着したとき蓋受面３ａと接する部分）となっており、その上部は蓋
受部材３に干渉しないように、接合点９でやや折れ曲がった後直線となっている。蓋受面
３ａは、積載荷重がかかったときに、蓋の接面部８となるべく広い面積で接するように設
計すればよい。図７に示すように、Ｏ２はＯ１のやや外側上方にずらすのがよい。また、
蓋受面３ａ及び接面部８の曲率半径を１１～２５ｍｍにすると、二次蓋の上に積載荷重が
作用したときの曲げ強度が大きくなり、好ましい。なお、図７ではＯ１とＯ２の距離、及
び蓋受部材と二次蓋の曲面の離れ具合を強調して表している。
【００１７】
　図７に示すのは二次蓋を一次蓋に装着した（積載荷重のない）状態で、蓋受部材３と二
次蓋５とは、接面部８の端部の接合点９で接する線状の接触である。これに積載荷重が作
用すると、二次蓋が僅かに変形し、蓋受面３ａと接面部８とが面接触となり、接触面積が
広くなって、二次蓋に作用した力が有効に一次蓋に伝達される。
【００１８】
　二次蓋５は、一次蓋に装着した（積載荷重のない）状態では線接触で、蓋の上を車両が
通行した際、蓋鳴りすることがない無騒音蓋である。
【００１９】
　Ｕ字溝１の蓋受部と一次蓋２の間には、図４に示すように、接着剤１３が充填される。
この場合は、矢印Ａに示す隙間から接着剤を注入している。同図に示すように、Ｕ字溝の
蓋受面の角が欠けているような場合は、必要に応じて、せき板１４を用いて接着剤が漏れ
ないようにする。せき板１４は、接着剤、コンクリート釘などでＵ字溝側壁内面に仮固定
するか、突っ張り棒やターンバックルを対向する側壁内面の間に架け渡して仮固定するな
ど、周知の方法で仮固定され、注入作業終了後に取り外される。
【００２０】
　一次蓋２の形状は四辺形状とは限らない。図８の一次蓋２は、全体がコンクリート製で
、２本の平行する蓋受部材３の中間部を２本の連結部材４で連結している。中央の開口部
に２枚の二次蓋が、両側の開口部にそれぞれ１枚の二次蓋が装着されるものである。
【００２１】
　図９の一次蓋２は、全体がコンクリート製で、２本の平行する蓋受部材３の中央部を１
本の連結部材４で連結している。両側の開口部にそれぞれ１枚の二次蓋が装着されるもの
である。
【００２２】
　図１０に示すのは、金属製の一次蓋２の例である。同図の一次蓋２は、鋼板を加工して
製造されたもので、所定間隔を隔てて平行に対向する２本の蓋受部材３と、その２本の蓋
受部材３を連結する幅方向の連結部材４とからなり、全体が四辺形状をなし、中央部分が
２枚の二次蓋５を装着する開口部となっている。蓋受部材３には、蓋受面３ａが形成され
、その下面に、高さ調整のための台足部１１が各２個所形成されている。また、蓋受面３
ａの内側には、垂下壁７が垂下形成されている。既存のＵ字溝１の既存蓋を取り外し、そ
の蓋受部を清掃した後、図１１に示されるように、一次蓋を連続して既存のＵ字溝１の蓋
受部に装着する。一次蓋を装着すると、台足部１１がＵ字溝１の蓋受面の上に載置される
。一次蓋２の開口部には、図１１、１２に示されるように、既存の蓋の１／２～１／３程
度の厚さの二次蓋５が着脱自在に装着される。二次蓋５はレジンコンクリート製又は繊維
補強コンクリート製とすることが望ましいが、ダクタイル鋳鉄製や鋼製グレーチング等に
する事もできる。この場合は、蓋受面３ａが平面に形成され、二次蓋５の接面部も平面と
なっているが、前記実施例に示されるような蓋受面３ａを曲面などの騒音防止型構造とし
、無騒音蓋を使用することも可能である。
【００２３】
　Ｕ字溝１の蓋受部と一次蓋２の間には、図１２に示すように、接着剤１３が充填される
。この場合は、矢印Ａに示す隙間から接着剤を注入している。一次蓋２には垂下壁７が形
成されているので、Ｕ字溝の蓋受面の角が欠けているような場合でも、図４に示すような
せき板を用いる必要がない。
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【００２４】
　図１０において、連結部材４を両側の蓋受部材３に仮留めすると、本願発明の結合蓋受
部材１２となる。仮留めは、適当な間隔の点溶接、ボルト留めなど、容易に取り外すこと
ができる留め方である。その場合は、結合蓋受部材１２をＵ字溝の蓋受部に装着し、接着
剤で固定した後、連結部材４を取り外し、その後二次蓋を両側の蓋受部材に支持させて装
着する。二次蓋を装着した状態は、図１２に示されている場合と同じになる（連結部材４
がない点のみ異なる）。連結部材４は、蓋受部材を所定の間隔を保ってＵ字溝の蓋受部に
装着するための定規として作用する。
【００２５】
　垂下壁７は、コンクリート製の一次蓋に設けることも可能である。図１３はその例で、
コンクリート製の一次蓋の蓋受部材３の蓋受面３ａの内側から垂下壁７を垂下形成してい
る。これにより、Ｕ字溝の蓋受面の角が欠けているような場合でも、図４に示すようなせ
き板を用いる必要がなくなる。
【００２６】
　本発明において、二次蓋の材質はコンクリート製に限らず、金属製（例えば鋼板、鋳鉄
製）、木製、プラスチック製やこれらの組み合わせなど、種々の材質を用いることができ
る。二次蓋として無騒音蓋を用いる場合、実施例に示したタイプのものに限らず、種々の
周知のタイプのものを用いることもできる。また、二次蓋としてグレーチングを採用する
こともできる。１つの一次蓋に装着する二次蓋の数は自由であり、所望の枚数を装着する
ように自由に設計することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】コンクリート製一次蓋２及び二次蓋５の例を示す斜視図である。
【図２】図１の一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した断面図である。
【図３】一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した平面図である。
【図４】一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した要部断面図である。
【図５】二次蓋５の斜視図である。
【図６】二次蓋５の断面図である。
【図７】二次蓋５の装着部分の詳細説明図である。
【図８】コンクリート一次蓋の他例を示す平面図である。
【図９】コンクリート一次蓋の他例を示す平面図である。
【図１０】金属製一次蓋２及び結合蓋受部材１２の例を示す斜視図である。
【図１１】図１０の一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した断面図である。
【図１２】金属製一次蓋２を既存Ｕ字溝１に装着した要部断面図である。
【図１３】コンクリート製一次蓋の他例の要部断面図である。
【図１４】従来のＵ字溝改修方法の説明図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　Ｕ字溝
　２　一次蓋
　３　蓋受部材
　３ａ蓋受面
　４　連結部材
　５　二次蓋
　６　スリット
　７　垂下壁
　８　接面部
　９　接合点
　１０　突起部
　１１　台足部
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　１２　結合蓋受部材
　１３　接着剤
　１４　せき板
　２０　蓋
　２１　補修部
 

【図１】
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【図３】
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【図４】 【図５】
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【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(10) JP 5172193 B2 2013.3.27

【図１４】



(11) JP 5172193 B2 2013.3.27

10

フロントページの続き

(72)発明者  佐野　健一
            新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３９１番地２　中越製陶株式会社内

    審査官  藤澤　和浩

(56)参考文献  特開２０００－１２０１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３１１２４０１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３０３３３３５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－３０６４８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－０６２１７８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０５－０８３０９２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３１１５１２１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０３Ｆ　　　５／０４　　　　
              Ｅ０３Ｆ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

