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DRAINBELT ご紹介 

製品説明 
 DRAINBELTは表面全般に細長い溝が均等な間隔で配置されて

いて、この溝が周辺の水気を吸水して排水まで行います。     
軟質PVC材質の画期的な排水製品です。  

設計 
 DRAINBELT排水システムは自然の原理を利用しております。砂

の粒子は重力によって分離され、水は毛細管現象及び圧力に
よって引っ張られ集められます。そして、集められた水は重力及び
サイフォン(Siphon)作用により、排水されます。また、その効果は
半永久的に続き、自然現象と同じ働きをします。 
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DRAINBELT 製作背景 

水循環の妨害要因 
 建設や伐採、鉱山開発など人工的な行為により自然環境が破壊さ
れ、自然な水の循環を妨害しています。これは大規模の災害に繋
がるような危険要因となるでしょう。 
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DRAINBELT 製作背景 

表面張力 
 水分子はお互いに引っ張り合い内部の均衡を保っています。   
水玉は表面から内部へ引っ張りできるだけ表面積を少なくする傾向
があるので、水玉は丸い形をしています。 
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DRAINBELT 製作背景 

毛細管現象 
 毛細管現象とは、表面張力と関連し毛細管内で水が上がったり下
がったりする現象のことを言います。また、この水は水圧や毛細管
現象により土壌の上まで移動したりします。水の上る高さは物質に
よって決定されますが、一般的には間隔が狭いほど高く上れます。 

透過性 
 透過比率とは、気孔の多い物質を通じ液体や気体が流れる比率を
言います。砂のような粗い粒子の土壌は粒子間隔が広く泥のような
粒子が小さい土壌より水が良く流れます。水の流れは水圧や土壌
の種類によって異なり、一般的に粒子が大きい土壌の方が粒子が
小さい土壌より排水が良く行われます。 
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DRAINBELT 製作背景 

土壌 
 土壌とは、固体物質が空き空間によって離れてるものを言います。
この粒子構成要素や大きさが土壌タイプを決めます。 

 土壌内の空間は水又は空気、場合によっては二つによって埋まっ
ています。土壌に水や空気が空転している状態を部分土化状態と
いいます。この空間は互いに繋がっていて水が動く通路を提供しま
す。 
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DRAINBELT 製作背景 

水の流れで変形されたパイプ 
 このようなパイプには土壌粒子などが水と共にパイプ内に流出しま
す。流出した土壌粒子の中で少量の土壌粒子は水と共に排出され
ますが、水の流れが弱まってくるとパイプ内部に土壌が沈殿され蓄
積してしまい、全体の流れが悪くなります。 



9 

DRAINBELTだけの新技術 

土壌と水の分離 
 DRAINBELT は自然と同じ方法で土壌粒子と水を分離します。 

 DRAINBELTは狭い間隔の細長い溝(チャンネル)があって、この溝に
土壌から出て来た水が入って来ます。水圧及び毛細管現象に影響
されない土壌粒子はそのままで水だけ動く原理です。 
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DRAINBELTだけの新技術 

高い吸水力や排水力 
 水がチャンネルの中に入ってくると水の表面張力により狭い空間をいっぱ
い埋めるようになり、チャンネルは重力により内部の水の重さを一定に維持
しながら水が迅速に流れるようにします。この際にサイフォン(Siphon)現象
が起きて排水効率をより増加させます。つまり、毛細管現象、表面張力及
びサイフォン現象などが調和され高い吸水率を備えた排水システムを形成
する事で土壌は流れず水だけを排水するような仕組みとなっています。 
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DRAINBELTだけの新技術 

高い吸水力や排水力 
 DRAINBELTは溝の中に水がいっぱいにならないと働くことではなく、
ある程度空間が埋まると排水が起こります。植物が育つのに必要
な最小限の水量だけを土壌に残して排水させる事が特徴です。 

1.8 (H=15㎝) 

0.45 (H=5㎝) 

1.04 (H=20㎝) 

実際的排水率 

(L/min) 

0.027 

0.013 

0.312 

理論的排水率 

(L/min) 

66.6 900 5*10-6  20 泥垂直設置 

理論的排水率 = 透水率 × 有効面積  

有効面積 = 実際的排水率 / 理論的排水率 

34.6 440 5*10-6  20 泥水平設置 

3.33  440 1.18*10-4  20 砂水平設置 

ｻｲﾌｫﾝ
効果 

有効面積 

(㎠) 

透水率 

(m/sec) 

幅 

(㎝) 

設置適用 

サイフォン現象 
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DRAINBELTだけの新技術 

製品別比較分析 
種 類 直径 (㎜) 開空比率 収集面積(㎡) 

穴付 

パイプ 

2 inch (55) 3% 7.42 sq. in.  

3 inch (80) 3% 11.13 sq. in. 

長穴 

パイプ 

2 inch (55) 5.70% 14.09 sq. in. 

3 inch (80) 5.80% 21.51 sq. in. 

フィルタパイプ 
2 inch (55) 8% 19.78 sq. in. 

3 inch (80) 7% 25.96 sq. in. 

配水管 
3 inch (80) 3% 11.13 sq. in. 

6 inch (150) 3% 22.25 sq. in. 

DRAINBELT >20% 62.99 sq. in. 

* 開空面積は測定値 
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DRAINBELTだけの新技術 

水流の比較 

 
製 品 

直径 

(㎜) 

開空率 

(%) 

開空面積 

A(㎡) 

排水量 

QC(㎥/sec) 

結果 

(Drainbeltを100と

した場合) 

穴付パイプ(Q1) 100 2.25 0.47 0.47×10‐6   12.5 

配水管(Q2) 100 6.30 1.98 1.98×10‐6  50.0 

上部開放PVC(Q3) 100 1.50 0.31 0.31×10‐6  7.7 

フィルタパイプ(Q4) 100 6.30 1.32 1.32×10‐6  33.0 

DRAINBELT (Q5) 100 20.00 4.00 4.00×10‐6 100.0 

埋設長さ = 100m埋設基準 , 水流率公式 QC=kS×i×A  

kS=浸透性(kS=1×10-6m/sec) , i=水の傾斜度(i=1) , AS=開放された地面面積(㎡) 
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DRAINBELTの特性 

1. 優れた性能 
 DRAINBELTは細長い溝を利用し水と土壌の粒子を分離します。 

2. 常に100%の効率性 
 詰りがないため排水効果が半永久的に持続されます。 

3. 割れない 
 DRAINBELT の上を車両が通っても割れる心配がありません。 

4. Siphon現象が役に立つ排水 
 毛細管現象、表面張力、Siphon現象が調和され最大の排水効果
を得る事ができ、2.5m周囲の水を吸水し排水を円滑に行います。 
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DRAINBELTの特性 

5. 面積効果 
 表面的全体長さの20%以上から吸水するため収集範囲が広い。 

6. どんな形や大きさでも適用可能 
 薄くて柔らかいDRAINBELTは地表の凸凹にも適用可能なため、どこ
でも施工が可能です。 

7. 軽くて操作が簡単 
 50m-100mの長さのDRAINBELTを一人で持ち運びが可能、施工時
も特別な機械がなくても施工可能です。 

8. 経済性 
 施工費が軽減されます。パイプのように砂利、砂、不織布が不要な
ため施工費を削減可能です。入替えも要らないため維持費がかか
らず経済的な排水システムです。 
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DRAINBELTの適用 

農業 

湿地帯、排水地 
農水供給路 
塩除去 

建設 

基礎壁、地下室 
暗渠、屋上庭園 
各種トンネル 

土木 

ダム、湿地帯 
高速道路及び鉄道路 
再利用の土地など 

丘又は擁壁 

 
擁壁排水、海岸浸食 

高速道路の山崩れ防止 

有機物ゴミ処理 
鉱山、地下水供給 

危険物貯蔵及び沈澱路 

環境 

ゴルフ場、競技場 
児童公園及び造園 

レジャー 
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DRAINBELT システム 

構造 
 DRAINBELTは水を集めるための構造且つ水が流れるように設計
されています。特にどのような環境でも適用が可能な資材として
現存資材の中で最も効率的な水管理システムと言えます。 

傾斜排水 
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DRAINBELT システム 

構造 

垂直排水 

水平排水 



19 

DRAINBELTシステム 

DRAINBELTとパイプ間の連結方法 
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DRAINBELTシステム 

DRAINBELTとパイプ間の連結方法 
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DRAINBELTシステム 

DRAINBELTとパイプ間の連結方法 

 

 

Drain pipe Drain belt Socket 

50 cm 50 cm 
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DRAINBELTシステム 

DRAINBELTとパイプ間の連結方法 
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DRAINBELTシステム 

DRAINBELTとパイプ間の連結方法 

 

完成されたDRAINBELTパイプ 

築造穿孔後 DRAINBELT   
パイプ挿入シーン 
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DRAINBELTの設計原理 

設置深さ 
 パイプの深さは工事現場の作業条件等によって左右されますが、
水平設置時には20cm以上の深さにて設置する事が効果的です。 

間隔 
 一般的に設置間隔は土壌条件、水の量、排水速度などで左右され
ますが、土壌の微細粒子が多い土では、粒子が大きい土壌に比べ
て間隔を狭く設置することが効果的です。 
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DRAINBELTの設計原理 

水収集 
 DRAINBELTは水の輸送だけを目的として設計されたものではないた
め、長くする事で効率が上がるとは言えません。DRAINBELTの長さは
8m以内で排水用パイプに繋げる事が最も効果的です。 

傾斜 
 水の流れをよりスムーズにするためは最低2%の傾斜を維持させる
のが効果的です。 


