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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堤体の裏法尻に堤脚水路構築物が設置され、前記堤脚水路構築物の土止め擁壁の前記堤
体側に透水管からなる堤脚水路が設置された堤防強化ドレーン構造であって、
　前記堤脚水路構築物の底板の前端部に前記土止め擁壁が一体に設けられ、
　前記土止め擁壁にフィルター材で覆われたドレーン材が当接し、
　前記底板の上で前記ドレーン材の中に前記堤脚水路が設置されていることを特徴とする
堤防強化ドレーン構造。
【請求項２】
　前記透水管は、前記堤体内に埋設されたドレーン材より透水係数の大きい心材と、この
心材を被覆するフィルター材とからなることを特徴とする請求項１に記載の堤防強化ドレ
ーン構造。
【請求項３】
　前記堤体内にドレーン材が埋設され、このドレーン材の後方にドレーン材安定柵が設置
されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の堤防強化ドレーン構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、河川・湖沼・海岸などの堤防に適用するに好適な、堤防強化ドレーン構造お
よび堤防強化ドレーン工法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の堤防においては、堤体の裏法尻に土止め擁壁を設け、この土止め擁壁の
外側（背後地側）に堤脚水路を構築していた（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－２５６４５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、これでは次のような不都合があった。
【０００４】
　第１に、土止め擁壁の外側に堤脚水路を構築しなければならないので、その分だけ用地
買収面積が広がり、用地買収費用がかさむ。
【０００５】
　第２に、堤脚水路の排水勾配を確保するためには、堤脚水路構築物を傾ける必要がある
ばかりか、堤脚水路の最上点と最下点において堤脚水路構築物の隙間にモルタルやコンク
リートで目地処理をしなければならない。そのため、堤脚水路工に熟練を要し、工期が長
引く。
【０００６】
　本発明は、こうした不都合を解消することが可能な、堤防強化ドレーン構造および堤防
強化ドレーン工法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】
【０００７】
　まず、請求項１に係る堤防強化ドレーン構造の発明は、堤体の裏法尻に堤脚水路構築物
が設置され、前記堤脚水路構築物の土止め擁壁の前記堤体側に透水管からなる堤脚水路が
設置された堤防強化ドレーン構造であって、前記堤脚水路構築物の底板の前端部に前記土
止め擁壁が一体に設けられ、前記土止め擁壁にフィルター材で覆われたドレーン材が当接
し、前記底板の上で前記ドレーン材の中に前記堤脚水路が設置されていることを特徴とす
る。
　また、請求項２に係る堤防強化ドレーン構造の発明は、前記透水管は、前記堤体内に埋
設されたドレーン材より透水係数の大きい心材と、この心材を被覆するフィルター材とか
らなることを特徴とする。
　また、請求項３に係る堤防強化ドレーン構造の発明は、前記堤体内にドレーン材が埋設
され、このドレーン材の後方にドレーン材安定柵が設置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、土止め擁壁の外側（背後地側）に堤脚水路を構築する必要がなくなる
ため、用地買収面積を縮小し、用地買収費用を抑えることができる。
【０００９】
　また、堤脚水路の排水勾配を確保するのに堤脚水路構築物を傾ける必要がなくなり、堤
脚水路構築物の隙間の目地処理が不要となる。その結果、堤脚水路工に熟練を要さず、工
期を短縮することができる。
【００１０】
　さらに、底板に土止め擁壁が一体に設けられた堤脚水路構築物を用いれば、堤脚水路構
築物を設置するだけで堤脚水路工と堤脚保護工とが同時に完了するため、施工手間を大幅
に省くことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
　河川用の堤防１は、図２に示すように、堤体２を有しており、堤体２内にはドレーン材
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５がフィルター材７で覆われた状態で埋設されている。ここで、ドレーン材５は、透水性
に優れた砂質土、砕石、礫、栗石などで構成されたものである。フィルター材７は、水は
通すが、土砂やドレーン材５は通さない性質を備えたものである。また、ドレーン材５の
後方（図２右側）には、逆Ｔ字断面のドレーン材安定柵６が設置されている。一方、ドレ
ーン材５の前方（図２左側）の裏法尻近傍には、図１および図２に示すように、複数個の
略Ｌ字断面の堤脚水路構築物３（３Ａ、３Ｂ）が割栗石１２に支持された形で並設されて
いる。この堤脚水路構築物３には、集水部に使用される堤脚水路構築物３Ａと集水部以外
の部位に使用される堤脚水路構築物３Ｂの２種類がある。
【００１３】
　まず、集水部に使用される堤脚水路構築物３Ａは、図３に示すように、底板３１を有し
ており、底板３１の後端部には背面壁３２が一体に立設されている。一方、底板３１の前
端部には土止め擁壁３３が一体に立設されており、土止め擁壁３３の上部は後方、つまり
堤体２側に傾斜している。また、土止め擁壁３３の下部には、１個以上（例えば、図３（
ａ）に示すように、４個）の排水孔３４が形成されている。
【００１４】
　他方、集水部以外の部位に使用される堤脚水路構築物３Ｂは、排水孔３４が形成されて
いないことと、背面壁３２に通水窓３５が形成されていることを除き、集水部に使用され
る堤脚水路構築物３Ａと同様の構成を有している。すなわち、堤脚水路構築物３Ｂは、図
４に示すように、底板３１を有しており、底板３１の後端部には背面壁３２が一体に立設
されている。さらに、背面壁３２の上部には、ドレーン材５からの集水効率を高めるため
、１個以上（例えば、図４（ｃ）に示すように、４個）の通水窓３５が形成されている。
一方、底板３１の前端部には土止め擁壁３３が一体に立設されており、破堤２からの土圧
に対する安定性を高めるため、土止め擁壁３３の上部は後方、つまり堤体２側に傾斜して
いる。
【００１５】
　そして、これらの堤脚水路構築物３Ａ、３Ｂには、図１（ａ）に示すように、透水管と
して暗渠排水管８が所定の勾配（例えば、２～３％）で傾斜して堤脚水路を形成するよう
に配管されており、集水部、つまり堤脚水路構築物３Ａの部分が最下点となっている。こ
のとき、暗渠排水管８は、集水部では、図３（ｂ）に示すように、アンカーボルトとナッ
トの組み合わせなどの固着具９により、堤脚水路構築物３Ａの底板３１に固着されており
、集水部以外の部位では、図４（ｂ）に示すように、アンカーボルトとナットの組み合わ
せなどの固着具９により、スペーサ（高さ調整板）１０を介して堤脚水路構築物３Ｂの底
板３１に固着されている。
【００１６】
　この暗渠排水管８は、図５に示すように、円筒状の塩化ビニル管８ａを有しており、塩
化ビニル管８ａには、その内外を連通する多数個の通水孔８ｂが穿設されている。
【００１７】
　河川用の堤防１は以上のような構成を有するので、堤体２に浸透した河川水や雨水は、
ドレーン材５で集排水され、暗渠排水管８内に導かれた後、集水部に位置する堤脚水路構
築物３Ａの排水孔３４から下水処理管や農業用水路などへ排水される。そのため、裏法尻
近傍の堤体２および基礎地盤の土質が安定化される結果、破堤２や堤体土砂の流出を未然
に防ぐことができる。
【００１８】
　このとき、堤脚水路は、堤脚水路構築物３Ａ、３Ｂの土止め擁壁３３の外側（背後地側
）ではなく内側（堤体２側）に構築されているので、用地買収面積を縮小し、用地買収費
用を抑えることができる。
【００１９】
　また、暗渠排水管８が所定の勾配で傾斜しているので、堤脚水路の排水勾配を確保する
のに堤脚水路構築物３Ａ、３Ｂを傾ける必要がなくなり、堤脚水路構築物３Ａ、３Ｂの隙
間の目地処理が不要となる。その結果、堤脚水路工に熟練を要さず、工期を短縮すること
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ができる。
【００２０】
　さらに、堤脚水路構築物３は、底板３１に土止め擁壁３３が一体に設けられたものであ
るため、堤脚水路構築物３を設置するだけで堤脚水路工と堤脚保護工とが同時に完了する
。したがって、堤脚水路工と堤脚保護工とを別個に行わなければならない従来工法と比べ
て、施工手間を大幅に省くことが可能となる。
【００２１】
　なお、上述の実施形態においては、塩化ビニル管８ａに多数個の通水孔８ｂが穿設され
た暗渠排水管８について説明したが、暗渠排水管８の構造はこれに限るわけではない。例
えば、図６に示すように、円筒状のコンクリート管８ｃに多数個の通水孔８ｄが穿設され
た暗渠排水管８を用いてもよい。また、図７に示すように、繊維（化学合成繊維であると
天然繊維であるとを問わない。）などを３次元的に絡めて心材８ｆを作り、この心材８ｆ
に吸出し防止材などのフィルター材８ｅを円筒状に巻回して被覆し、これを暗渠排水管８
として使っても構わない。ここで、フィルター材８ｅとしては、心材８ｆの目詰まりを生
じさせる細粒分・砂などの通過を阻止すると同時に、透水性を備えた材質のものが用いら
れる。一方、心材８ｆとしては、ドレーン材５より透水係数が大きい（つまり、通水性が
良好な）ものが用いられる。例えば、ドレーン材５の透水係数が１×１０-1～１×１０-3

ｃｍ／ｓであれば、心材８ｆの透水係数を１×１０-1ｃｍ／ｓより大きくする。これによ
り、心材８ｆとドレーン材５との透水係数の差を利用して、河川水や雨水を暗渠排水管８
経由で迅速に排水することができる。また、心材８ｆとフィルター材８ｅとからなる暗渠
排水管８は、フレキシブルであるため、通水上必要な変形に対応することができ、施工性
にも優れる。さらに、これらの暗渠排水管８の断面形状は、必要通水量を確保できるとと
もに、周囲の圧力によって変形しない強度を具備している限り、円形のみならず矩形、台
形など種々の断面形状が考えられる。
【００２２】
　また、図８および図９に示すように、暗渠排水管８を設置せず、堤脚水路構築物３Ａ、
３Ｂだけで排水することも可能である。
【００２３】
　なお、上述の実施形態においては、逆Ｔ字断面のドレーン材安定柵６について説明した
が、ドレーン材安定柵６の材質は種々考えられる。例えば、図１０に示すように、鉄筋枠
からなる逆Ｔ字断面のドレーン材安定柵６を代用してもよい。ここで、このドレーン材安
定柵６の垂直部を可倒式にしておけば、堤体２内の浸潤線とほぼ直交させることにより、
浸潤線を効率よく速やかに下降させることができる。また、図１１に示すように、合成樹
脂からなる逆Ｔ字断面のドレーン材安定柵６を代用しても構わない。或いはまた、木材、
繊維ネット（漁網）、コンクリートなどからなるドレーン材安定柵６を代用することも可
能である。
【００２４】
　なお、上述の実施形態においては、図２に示すように、底板３１の後端部に背面壁３２
を設けると同時に、底板３１の前端部に土止め擁壁３３を傾斜させて設けた略Ｌ字断面の
堤脚水路構築物３を用いる場合について説明したが、堤脚水路構築物３の断面形状は他に
も種々考えられる。例えば、図１２に示すように、土止め擁壁３３を直立させた堤脚水路
構築物３を用いてもよい。また、図１３に示すように、背面壁３２を省いた堤脚水路構築
物３を用いても構わない。或いはまた、図１４に示すように、土止め擁壁３３を直立させ
、かつ背面壁３２を省いた堤脚水路構築物３を用いることも可能である。
【００２５】
　なお、上述の実施形態においては、堤脚水路構築物３の下側に割栗石１２を敷設する場
合について説明したが、割栗石１２を省くこともできる。
【００２６】
　なお、上述の実施形態においては、透水管として暗渠排水管８を用いる場合について説
明したが、背面の側溝形状部に何も充填せずに空間化し、通水することもできる。また、
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暗渠排水管８、透水性の大きい砂利、砕石、栗石などを詰めないことにより、堤脚保護工
の内面に設置された側溝にすることも可能である。
【００２７】
　なお、上述の実施形態においては、河川用の堤防１について説明したが、湖沼・海岸な
どの堤防に本発明を適用することも勿論できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る堤防強化ドレーン構造の第１の実施形態における堤体の裏法尻を示
す図であって、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその平面図である。
【図２】図１に示す堤体の裏法尻のＡ－Ａ線による断面詳細図である。
【図３】図１に示す堤体の裏法尻の集水部に使用される堤脚水路構築物の一例を示す図で
あって、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその右側面図、（ｃ）はその背面図である。
【図４】図１に示す堤体の裏法尻の集水部以外の部位に使用される堤脚水路構築物の一例
を示す図であって、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその右側面図、（ｃ）はその背面図で
ある。
【図５】暗渠排水管の第１例を示す図であって、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその断面
図である。
【図６】暗渠排水管の第２例を示す図であって、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその断面
図である。
【図７】暗渠排水管の第３例を示す図であって、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその断面
図である。
【図８】堤体の裏法尻の集水部に使用される堤脚水路構築物の別の例を示す図であって、
（ａ）はその正面図、（ｂ）はその右側面図、（ｃ）はその背面図である。
【図９】堤体の裏法尻の集水部以外の部位に使用される堤脚水路構築物の別の例を示す図
であって、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその右側面図、（ｃ）はその背面図である。
【図１０】ドレーン材安定柵の別の例を示す図であって、（ａ）はその正面図、（ｂ）は
その右側面図、（ｃ）はその平面図である。
【図１１】ドレーン材安定柵のさらに別の例を示す図であって、（ａ）はその正面図、（
ｂ）はその右側面図である。
【図１２】本発明に係る堤防強化ドレーン構造の第２の実施形態における堤体の裏法尻を
示す断面詳細図である。
【図１３】本発明に係る堤防強化ドレーン構造の第３の実施形態における堤体の裏法尻を
示す断面詳細図である。
【図１４】本発明に係る堤防強化ドレーン構造の第４の実施形態における堤体の裏法尻を
示す断面詳細図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１……堤防
　２……堤体
　３……堤脚水路構築物
　５……ドレーン材
　６……ドレーン材安定柵
　７……フィルター材
　８……暗渠排水管（透水管）
　８ｅ……フィルター材
　８ｆ……心材
　３１……底板
　３２……背面壁
　３３……土止め擁壁
　３４……排水孔
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　３５……通水窓

【図１】 【図２】
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