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(57)【要約】
　運搬作業及び施工作業に困難を来すことなく、植生させる樹木の生育に要する客土容積
、給水量、酸素量を得ることができる植生用擁壁を提供することを課題とする。
　そこで、本発明では、所定の第１擁壁用ブロック１内に客土Ｇを下段部１２ｂの高さ位
置まで投入すると共に、これと同じ高さ位置まで、第１擁壁用ブロック１と地山Ｊとの間
に裏込材Ｒを投入し、第１擁壁用ブロック１の下段部１２ｂ（１２ｂ）間に、給水用ブロ
ック３を載置する。そして、給水用ブロック３内に前述した中込材Ｆを給水用ブロック３
の前壁３０の高さ位置まで充填すると共に、これと同じ高さ位置まで、給水用ブロック１
と地山Ｊとの間に裏込材Ｒを投入し、前壁１０と給水用ブロック３との間に、前壁１０の
高さ位置まで更に客土Ｇを投入する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の擁壁用ブロック複数を施工対象の法面に倣
って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積してなり、内部に客土を投入して植
物を生育可能とした植生用擁壁において、
　１又は複数段の適宜位置に客土を投入した擁壁用ブロックが配置してあり、
　客土を投入した擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが
架設してあり、
　この擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充填してあり、
　客土を充填した擁壁用ブロックの直上に重積された擁壁用ブロック内の略全領域に石材
が充填してある
ことを特徴とする植生用擁壁。
【請求項２】
　前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の第１擁壁用ブロック複数を施工対象の法面
に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積してなり、内部に客土を投入し
て植物を生育可能とした植生用擁壁において、
　前記第１擁壁用ブロックの両側壁の長さより長い寸法の両側壁を前壁と後壁との間に架
設した筒状の第２擁壁用ブロックが適宜の第１擁壁用ブロック上に、第２擁壁用ブロック
の前壁が、当該第１擁壁用ブロックの前壁の位置又はそれより少し当該第１擁壁用ブロッ
クの後壁側の位置になるように重積してあり、
　この第２擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが架設し
てあり、
　第２擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充填してあり、
　この第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内には石材が充填してある
ことを特徴とする植生用擁壁。
【請求項３】
　前記第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内の一部又は全部に、前記石
材に代えて客土が、第２擁壁用ブロック内の客土と連通するように充填してあり、
　当該第１擁壁用ブロックの両側壁に、その上に重積された第２擁壁用ブロックが担持さ
せてある
請求項２記載の植生用擁壁。
【請求項４】
　前記第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロックの後壁の高さはその前壁の高
さより低くしてあり、
　前記第１擁壁用ブロックの後壁より上位領域において内外を仕切る仕切りブロックが、
当該第１擁壁用ブロックに支持されており、
　この第１擁壁用ブロック及び仕切りブロックで囲まれる領域の一部又は全部に、前記客
土が充填してある
請求項３記載の植生用擁壁。
【請求項５】
　前記第１擁壁用ブロックの後壁と仕切りブロックとの間に、間隙が形成してある請求項
４記載の植生用擁壁。
【請求項６】
　前記第１擁壁用ブロックの少なくとも一方の側壁の上面には、重積させた第２擁壁用ブ
ロックの滑動を防止する滑動防止片が突設してあり、この滑動防止片は前記第２擁壁用ブ
ロックの対応する側壁の底面に設けた凹部内に嵌合させてある請求項２から５のいずれか
に記載の植生用擁壁。
【請求項７】
　前記第２擁壁用ブロックの直上に重積された第１擁壁用ブロック内の略全領域に石材が
充填してある請求項２から６のいずれかに記載の植生用擁壁。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、法面を保護すると共に、内部に客土を投入して植物を生育させることができ
る植生用擁壁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　施工対象の法面に倣って、矩形筒状の擁壁用ブロック複数を、各擁壁用ブロック内に中
込材を充填しつつ階段状に重積してなる植生用擁壁が実用化されている。このような擁壁
にあっては、中込材の一部に客土を使用することによって、各擁壁用ブロックの客土充填
部分に植物を生育させることができるが、かかる植物を順調に生育させるには、植物に水
を安定して供給することが重要である。そのため本発明者は、日本特開２０００－１０４
２６８号公報において、次のような植生用擁壁を開示している。
【０００３】
　図１８は、本発明者が開示した従来の植生用擁壁を示す側断面図であり、図中、５０は
、擁壁用ブロック、６０は、擁壁用ブロック５０の内部に設置された給水用ブロックであ
る。矩形筒状の擁壁用ブロック５０の後壁５２は前壁５１より低くしてあり、擁壁用ブロ
ック５０の両側壁５３（５３）は、前壁５１から後壁５２へ、前壁５１の高さ寸法と同じ
高さ寸法で所定距離だけ延設した後、後壁５２の高さ寸法と同じ高さ寸法にした段差部を
経て後壁５２に連結させてある。この側壁５３（５３）の段差部より少し後壁５２側の位
置に、側壁５３（５３）の天井面から所定寸法底部側の位置まで縦溝（図示せず）が設け
てあり、両縦溝内に、擁壁用ブロック５０の内部を前後に仕切る帯板状の仕切りブロック
５７の両側縁部が嵌合してある。また、前述した前壁５１の底部には、短寸の底壁５４が
連結してある。
【０００４】
　一方、給水用ブロック６０は、有底であること以外は擁壁用ブロック５０と略相似した
形状をしており、給水用ブロック６０の前壁６１の高さ寸法は、擁壁用ブロック５０の側
壁５３の段差部から擁壁用ブロック５０の前壁５１の上端までの寸法と略同じである。
【０００５】
　給水用ブロック６０の前壁６１の底壁６４から少し高い位置には、前壁６１を貫通する
貫通孔６１ａが、底壁６４と平行に開設してある。この貫通孔６１ａ内には、給水用ブロ
ック６０内の水を毛細上昇により汲み上げる紐状の揚水部材６７が挿通させてあり、揚水
部材６７の一端側は、給水用ブロック６０内の底壁６４まで、揚水部材６７の他端側は、
給水用ブロック６０の外側へ適宜距離だけ、それぞれ延設させてある。
【０００６】
　そして、法面に倣って配置した擁壁用ブロック５０内に仕切りブロック５７を設置する
と共に、適宜の大きさの栗石及び砕石等の中込材Ｆを、擁壁用ブロック５０の前壁５１側
は薄く、後壁５２側は厚く敷き詰めた後、給水用ブロック６０を、擁壁用ブロック５０の
後壁５２側の中込材Ｆ上に載置するように配置し、擁壁用ブロック５０内の給水用ブロッ
ク６０より後壁５２側に中込材Ｆを、擁壁用ブロック５０の前壁５１の高さ位置まで投入
すると共に、給水用ブロック６０内に、擁壁用ブロック５０内に投入した中込材Ｆより大
きいサイズの中込材Ｆを、擁壁用ブロック５０の前壁５１の高さ位置まで投入する。これ
によって、間隙率を高くして給水用ブロック６０内に貯えられる水の容量を大きくすると
共に、中込材Ｆで揚水部材６７の一端側を給水用ブロック６０の底壁６４に固定する。
【０００７】
　このように施工した下段の擁壁用ブロック５０上に上段の擁壁用ブロック５０を、上段
の擁壁用ブロック５０の底壁５４が下段の給水用ブロック６０の前壁６１及び仕切りブロ
ック５７によって支持されるように載置した後、前同様の作業を行って、上段の擁壁用ブ
ロック５０及び上段の給水用ブロック６０を施工する。そして、このような作業を繰り返
した後、各擁壁用ブロック５０，５０，…内の給水用ブロック６０，６０，…より前壁５



(4) JP WO2006/021987 A1 2006.3.2

10

20

30

40

50

１，５１，…側に、それぞれ客土Ｇ，Ｇ，…を投入することによって、複数段の擁壁用ブ
ロック５０，５０，…内にそれぞれ給水用ブロック６０，６０，…を埋設した植生用擁壁
を施工する。
【０００８】
　このような植生用擁壁では、各擁壁用ブロック５０，５０，…内の客土Ｇ，Ｇ，…に植
物Ｐ，Ｐ，…をそれぞれ移植することができる。一方、上段の擁壁用ブロック５０，５０
，…内の客土Ｇ，Ｇ，…上への降雨は、当該客土Ｇ，Ｇ，…内へ浸透して下段の擁壁用ブ
ロック５０，５０，…内に埋設した給水用ブロック６０，６０，…の内部に貯留される。
そして、給水用ブロック６０，６０，…内に貯留された雨水は、揚水部材６７の毛細上昇
により汲み上げられて、擁壁用ブロック５０，５０，…の客土Ｇ，Ｇ，…へ浸透し、該客
土Ｇ，Ｇ，…を介して植物Ｐ，Ｐ，…に供給される。
【０００９】
　しかし、このような植生用擁壁にあっては、擁壁用ブロック５０，５０，…内の客土Ｇ
，Ｇ，…の容積が比較的小さく、深さも比較的浅いため、樹木を生育させることが比較的
難しかった。一方、擁壁用ブロック５０，５０，…よりサイズが大きい擁壁用ブロックを
用いた場合、運搬作業及び施工作業に困難を来す虞があった。
【００１０】
　ところで、日本特開平８－１３４９４０号公報では、次のような植生用擁壁が提案され
ている。
【００１１】
　図１９は、日本特開平８－１３４９４０号公報に開示された植生用擁壁を示す側断面図
であり、図中、７０，７０，…は擁壁用ブロックである。また、図２０は、図１９に示し
た擁壁用ブロック７０の斜視図である。図２０に示した如く、擁壁用ブロック７０は、奥
行き方向の寸法が大きい矩形筒状の２つの大枠部７１，７１と、奥行き方向の寸法が小さ
い有底矩形筒状の２つの小枠部７２，７２とを、後側を揃えて交互に配して形成してある
。従って、大枠部７１，７１の前壁７１ａ，７１ａは小枠部７２，７２の前壁７２ａ，７
２ａより前方へ突出している。
【００１２】
　擁壁用ブロック７０の後壁７５は、底面に対して法面に応じた角度で傾斜させてあり、
後壁７５の大枠部７１，７１及び小枠部７２，７２に対応する部分の略中央には、後壁７
５を貫通する通気孔７６，７６，７６，７６がそれぞれ開設してある。一方、両小枠部７
２，７２の底壁７４，７４の略中央には、該底壁７４，７４を貫通する排水孔７７（７７
）（図１９参照）が開設してある。
【００１３】
　このような擁壁用ブロック７０を用いて擁壁を施工するには、図１９に示した如く、横
方向へ複数並設した下段の擁壁用ブロック７０（７０，７０，…）の上に上段の擁壁用ブ
ロック７０を、上下両者の後壁７５，７５，…が上下へ連なると共に、上段の擁壁用ブロ
ック７０の大枠部７１（７１）が、下段の擁壁用ブロック７０（７０）の小枠部７２（７
２）上に位置するように重積させる作業を繰り返す。これによって、上段の擁壁用ブロッ
ク７０の大枠部７１（７１）と下段の擁壁用ブロック７０の小枠部７２（７２）とが連通
した複数の客土槽８０，８０，…が形成される。そして、各客土槽８０，８０，…に客土
Ｇ，Ｇ，…を投入した後、客土Ｇ，Ｇ，…に植物Ｐ，Ｐ，…を植栽する。
【００１４】
　これによって、比較的深い客土槽８０が形成されるため、植物Ｐとして、比較的深く根
を張る樹木を客土槽８０に植生することができる。また、上段の擁壁用ブロック７０，７
０，…の客土槽８０，８０，…への降雨が、排水用孔７７，７７，…を介して下段の擁壁
用ブロック７０，７０，…の客土槽８０，８０，…へ供給される。
【００１５】
　しかしながら、このような後者の植生用擁壁にあっては、上下２段の擁壁用ブロック７
０，７０によって比較的深い客土槽８０を形成するため、各擁壁用ブロック７０，７０，
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…の運搬作業及び施工作業は比較的容易であるものの、客土槽８０は、上段の擁壁用ブロ
ック７０の大枠部７１及び下段の擁壁用ブロック７０の小枠部７２によって上部開口を除
く全周囲が囲まれているため、高木の生育に要する十分な酸素量を得ることが困難であり
、良好な生育が期待し難い。また、高木が仮に根付いたとしても、客土槽８０を取り囲む
大枠部７１の周囲壁及び小枠部７２の周囲壁及び底壁７４によって、根の伸長が制限され
てしまうという問題があった。更に、後者の植生用擁壁は、図１８に示した如き給水用ブ
ロック６０を備えていないため、夏季等の降雨量が少ない季節では、散水を行わないと客
土Ｇ，Ｇ，…に植生した植物Ｐ，Ｐ，…が枯死してしまうという問題もあった。
【００１６】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、運搬作業及び施工作業に困難を
来すことなく、植生させる樹木の生育に要する客土容積、給水量、酸素量を得ることがで
きる植生用擁壁を提供する。
【発明の開示】
【００１７】
　請求項１記載の本発明は、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の擁壁用ブロック
複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積してなり
、内部に客土を投入して植物を生育可能とした植生用擁壁において、１又は複数段の適宜
位置に客土を投入した擁壁用ブロックが配置してあり、客土を投入した擁壁用ブロックの
両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが架設してあり、この擁壁用ブロック
及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充填してあり、客土を充填した擁壁用ブ
ロックの直上に重積された擁壁用ブロック内の略全領域に石材が充填してあることを特徴
とする。
【００１８】
　請求項２記載の本発明は、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の第１擁壁用ブロ
ック複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積して
なり、内部に客土を投入して植物を生育可能とした植生用擁壁において、前記第１擁壁用
ブロックの両側壁の長さより長い寸法の両側壁を前壁と後壁との間に架設した筒状の第２
擁壁用ブロックが適宜の第１擁壁用ブロック上に、第２擁壁用ブロックの前壁が、当該第
１擁壁用ブロックの前壁の位置又はそれより少し当該第１擁壁用ブロックの後壁側の位置
になるように重積してあり、この第２擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するため
の給水用ブロックが架設してあり、第２擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略
全領域に客土が充填してあり、この第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック
内には石材が充填してあることを特徴とする。
【００１９】
　請求項３記載の本発明は、前記第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内
の一部又は全部に、前記石材に代えて客土が、第２擁壁用ブロック内の客土と連通するよ
うに充填してあり、当該第１擁壁用ブロックの両側壁に、その上に重積された第２擁壁用
ブロックが担持させてあることを特徴とする。
【００２０】
　請求項４記載の本発明は、前記第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロックの
後壁の高さはその前壁の高さより低くしてあり、前記第１擁壁用ブロックの後壁より上位
領域において内外を仕切る仕切りブロックが、当該第１擁壁用ブロックに支持されており
、この第１擁壁用ブロック及び仕切りブロックで囲まれる領域の一部又は全部に、前記客
土が充填してあることを特徴とする。
【００２１】
　請求項５記載の本発明は、前記第１擁壁用ブロックの後壁と仕切りブロックとの間に、
間隙が形成してあることを特徴とする。
【００２２】
　請求項６記載の本発明は、前記第１擁壁用ブロックの少なくとも一方の側壁の上面には
、重積させた第２擁壁用ブロックの滑動を防止する滑動防止片が突設してあり、この滑動
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防止片は前記第２擁壁用ブロックの対応する側壁の底面に設けた凹部内に嵌合させてある
ことを特徴とする。
【００２３】
　請求項７記載の本発明は、前記第２擁壁用ブロックの直上に重積された第１擁壁用ブロ
ック内の略全領域に石材が充填してあることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る植生用擁壁に使用する第１擁壁用ブロックの一例を示す平面図であ
る。
【図２】本発明に係る植生用擁壁に使用する第１擁壁用ブロックの一例を示す背面図であ
る。
【図３】図１に示した第１擁壁用ブロックのＩＩＩ－ＩＩＩ線による断面図である。
【図４】本発明に係る植生用擁壁に使用する第２擁壁用ブロックの一例を示す平面図であ
る。
【図５】本発明に係る植生用擁壁に使用する第２擁壁用ブロックの一例を示す背面図であ
る。
【図６】図４に示した第２擁壁用ブロックのＶＩ－ＶＩ線による断面図である。
【図７】本発明に係る植生用擁壁に使用する給水用ブロックの一例を示す平面図である。
【図８】本発明に係る植生用擁壁に使用する給水用ブロックの一例を示す背面図である。
【図９】図７に示した給水用ブロックのＩＸ－ＩＸ線による断面図である。
【図１０】本発明に係る植生用擁壁に使用する仕切りブロックの平面図である。
【図１１】本発明に係る植生用擁壁に使用する仕切りブロックの背面図である。
【図１２】図１０に示した仕切りブロックのＸＩＩ－ＸＩＩ線による断面図である。
【図１３】本発明に係る植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図である。
【図１４】本発明に係る他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図である。
【図１５】本発明に係る更に他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図である。
【図１６】本発明に係る更に他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図である。
【図１７】本発明に係る更に他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図である。
【図１８】本発明者が開示した従来の植生用擁壁を示す側断面図である。
【図１９】特許文献２に開示された植生用擁壁を示す側断面図である。
【図２０】図１９に示した擁壁用ブロックの斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明に係る植生用擁壁は、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の擁壁用ブロッ
ク複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積してな
り、１又は複数段の適宜位置に客土を投入した擁壁用ブロックが配置してある。そして、
客土を投入した擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが架
設してある。この擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充填し
てある一方、客土を充填した擁壁用ブロックの直上に重積された擁壁用ブロック内の略全
領域に石材が充填してある。なお、擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領
域に客土が充填してあるとは、擁壁用ブロック内の給水用ブロックの底部に臨む領域にも
客土が充填されていればよく、例えば、当該擁壁用ブロックの底部等に石材が投入され、
又は敷き詰められている場合も含まれる。
【００２６】
　また、本発明に係る他の植生用擁壁は、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の第
１擁壁用ブロック複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段
状に重積してなり、前記第１擁壁用ブロックの両側壁の長さより長い寸法の両側壁を前壁
と後壁との間に架設した筒状の第２擁壁用ブロックが適宜の第１擁壁用ブロック上に、第
２擁壁用ブロックの前壁が、当該第１擁壁用ブロックの前壁の位置又はそれより少し当該
第１擁壁用ブロックの後壁側の位置になるように重積してある。



(7) JP WO2006/021987 A1 2006.3.2

10

20

30

40

50

【００２７】
　この第２擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが架設し
てある。そして、第２擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充
填してあり、この第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内には石材が充填
してある。なお、第２擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充
填してあるとは、第２擁壁用ブロック内の給水用ブロックの底部に臨む領域にも客土が充
填されていればよく、例えば、第２擁壁用ブロックの底部等に石材が投入され、又は敷き
詰められている場合も含まれる。
【００２８】
　また、前記第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内の一部又は全部には
、前記石材に代えて客土が、第２擁壁用ブロック内の客土と連通するように充填してあり
、第１擁壁用ブロックの両側壁に、その上に重積された第２擁壁用ブロックが担持させて
ある。
【００２９】
　ところで、第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロックの後壁の高さはその前
壁の高さより低くしてあり、この第１擁壁用ブロックの後壁より上位領域において内外を
仕切る仕切りブロックが、当該第１擁壁用ブロックに支持されれており、この第１擁壁用
ブロック及び仕切りブロックで囲まれる領域の一部又は全部に、客土が充填してある。
【００３０】
　また、例えば、第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロックの後壁をその両側
壁より低くすることによって、当該後壁と仕切りブロックとの間に、間隙が形成してある
。
【００３１】
　一方、第１擁壁用ブロックの少なくとも一方の側壁の上面には、重積させた第２擁壁用
ブロックの滑動を防止する滑動防止片が突設してあり、この滑動防止片は前記第２擁壁用
ブロックの対応する側壁の底面に設けた凹部内に嵌合させてある。
【００３２】
　更に、第２擁壁用ブロックの直上に重積された第１擁壁用ブロック内の略全領域に石材
が充填してある。
【００３３】
　以下、本発明について、図面に基づいて具体的に説明する。
【００３４】
　図１及び図２は、本発明に係る植生用擁壁に使用する第１擁壁用ブロックの一例を示す
平面図及び背面図であり、図３は、図１に示した第１擁壁用ブロックのＩＩＩ－ＩＩＩ線
による断面図である。また、図４及び図５は、本発明に係る植生用擁壁に使用する第２擁
壁用ブロックの一例を示す平面図及び背面図であり、図６は、図４に示した第２擁壁用ブ
ロックのＶＩ－ＶＩ線による断面図である。後述する如く、第２擁壁用ブロックの奥行き
寸法と第１擁壁用ブロックとは、幅寸法は同じであるが、奥行き寸法は前者の方が後者よ
り大きくしてある。更に、図７及び図８は、本発明に係る植生用擁壁に使用する給水用ブ
ロックの一例を示す平面図及び背面図であり、図９は、図７に示した給水用ブロックのＩ
Ｘ－ＩＸ線による断面図である。また、図１０及び図１１は、本発明に係る植生用擁壁に
使用する仕切りブロックの平面図及び背面図であり、図１２は、図１０に示した仕切りブ
ロックのＸＩＩ－ＸＩＩ線による断面図である。以下、これら各ブロックについて順に説
明する。
【００３５】
　まず、第１擁壁用ブロックについて説明する。
【００３６】
　第１擁壁用ブロック１は、図１～図３に示した如く、長方形状の前壁１０と、前壁１０
の長さ寸法より短い長さ寸法及び前壁１０の高さ寸法より低い高さ寸法を有する長方形状
の後壁１１との間を、厚肉部及び薄肉部を有する側壁１２，１２で連結してある。両側壁
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１２，１２は、厚肉部を前壁１０に、薄肉部を後壁１１にそれぞれ連結させてあり、両側
壁１２，１２の内面は面一にしてある。従って、両側壁１２，１２の外面は前壁１０側が
相対的に凸状に、後壁１１側が相対的に凹状になっている。
【００３７】
　この側壁１２，１２の厚肉部の高さ寸法は、前壁１０の高さ寸法と略同じである。また
、両厚肉部たる一方の接合部１３の側面には、半円棒状の接合用凸部１３ａが、他方の接
合部１３の側面には、接合用凸部１３ａを内嵌させる半円筒状の接合用凹部１３ｂがそれ
ぞれ設けてある。
【００３８】
　一方、両側壁１２，１２の厚肉部たる接合部１３，１３から後壁１１側へ延出した薄肉
部は、接合部１３，１３から適宜寸法だけ接合部１３，１３の高さ寸法と同じ高さ寸法に
なしてあり、これらによって側壁１２，１２の上段部１２ａ,１２ａが構成されている。
また、薄肉部の上段部１２ａ,１２ａより後壁１１側の部分は、接合部１３，１３の高さ
寸法より低く、後壁１１の高さ寸法より高い高さ寸法になした下段部１２ｂ，１２ｂにし
てある。
【００３９】
　また、前述した両側壁１２，１２の接合部１３，１３上面の適宜位置には、固定用穴１
６，１６が設けてあり、固定用穴１６，１６には、後述する滑動防止片１８（例えば、図
１３参照）の一端を嵌合固定するようになっている。
【００４０】
　次に、第２擁壁用ブロックについて説明する。
【００４１】
　第２擁壁用ブロック２は、図４～図６に示した如く、前述した第１擁壁用ブロック１（
図１～図３参照）と略同じ形状の矩形筒状をなしている。この第２擁壁用ブロック２の幅
寸法及び高さは、第１擁壁用ブロック１の幅寸法及び高さと略同じであるが、第２擁壁用
ブロック２の奥行き寸法は、第１擁壁用ブロック１の奥行き寸法より大きい。なお、図４
～図６中、図１～図３に示した部分に対応する部分には、対応する符号を付してある。
【００４２】
　つまり、第２擁壁用ブロック２の両側壁２２，２２の下段部２２ｂ，２２ｂの寸法は、
前述した第１擁壁用ブロック１の両側壁１２，１２の下段部１２ｂ，１２ｂの寸法と略同
じであるが、第２擁壁用ブロック２の両側壁２２，２２の上段部２２ａ，２２ａの長さ寸
法は、前述した第１擁壁用ブロック１の両側壁１２，１２の上段部１２ａ，１２ａの長さ
寸法より長い。また、第２擁壁用ブロック２の両側壁２２，２２の厚肉部たる接合部２３
，２３は、両側壁２２，２２の上段部２２ａ，２２ａの長手方向の略中央部分に位置させ
てあり、これによって、両側壁２２，２２の接合部２３，２３と前壁２０との間に薄肉部
が形成されている。
【００４３】
　また、両側壁２２，２２の底面であって前壁２０の近傍には、後述する滑動防止片の他
端を内嵌させる嵌合用穴２７，２７が設けてある。
【００４４】
　次に、給水用ブロックについて説明する。
【００４５】
　給水用ブロック３は、図７～図９に示した如く、長方形状の底壁３４の周縁部上に前壁
３０、後壁３１及び両側壁３２，３２を立設してなり、後壁３１の高さ寸法は、前壁３０
の高さ寸法より低くしてある。また、前壁３０の略中央部と後壁３１の略中央部との間に
は、中壁３５が架設してある。
【００４６】
　また、その内面が面一の両側壁３２，３２は、前壁３０から後壁３１へ向かって、相対
的に薄い厚さ寸法であって前壁３０の高さ寸法と同じ高さ寸法で所定距離だけ延設した後
、相対的に厚い厚さ寸法であって前壁３０の高さ寸法と同じ高さ寸法で少し延設して上段
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部３２ａを形成し、同じ厚さ寸法で後壁３１の高さ寸法と同じ高さ寸法になした段差部を
経て、段差部と同じ高さ寸法で後壁３１の外面位置まで延設して下段部３２ｂが形成して
ある。従って、両側壁３２，３２の相対的に厚さ寸法が厚い厚肉部には、それより前壁３
０側である薄肉部より外側へ突出した突出部３３，３３が形成されている。
【００４７】
　この側壁３２，３２の薄肉部の間の外寸は、前述した第１擁壁用ブロック１及び第２擁
壁用ブロック２の両側壁１２，１２、２２，２２の間の内寸より少し小さい。一方、両側
壁３２，３２の突出部３３，３３の間の外寸は、前述した第１擁壁用ブロック１及び第２
擁壁用ブロック２の両側壁１２，１２、２２，２２の間の内寸より大きく、後述する如く
、両側壁３２，３２の突出部３３，３３を、第１擁壁用ブロック１又は第２擁壁用ブロッ
ク２の両側壁１２，１２、２２，２２の下段部１２ｂ，１２ｂ、２２ｂ，２２ｂ上に載置
するようになっている。このとき、突出部３３，３３は、第１擁壁用ブロック１又は第２
擁壁用ブロック２の両側壁１２，１２、２２，２２の上段部１２ａ，１２ａ、２２ａ，２
２ａに当接される。
【００４８】
　一方、前述した前壁３０には、該前壁３０の内外面を貫通し、内部に貯留された水を外
へ供給するための複数（例えば４つ）の給水用孔３７，３７，…が、前壁３０の幅方向へ
適宜の距離を隔てて開設してある。給水用孔３７の前壁３０の外面に開口した吐水口は、
前壁３０の上端近傍に位置しており、給水用孔３７の前壁３０の内面に開口した取水口は
、底壁３４の内面（底面）と略同じ高さに位置している。即ち、給水用孔３７の吐水口の
高さ位置は、給水用孔３７の取水口の高さ位置より高い。給水用孔３７は、その内径が前
壁３０の外面側上部から内面側下部へ向かって漸次小さくなる略メガホン形をなしており
、後述する如く施工作業中、土砂といった毛管上昇を生起する媒体が自然落下により給水
用孔３７内に充填され、内部に貯留された水は、かかる媒体による毛管上昇によって給水
用孔３７の取水口から吐水口へ汲み上げられ、吐水口から外へ吐出される
　この前壁３０の上面には、前壁３０の厚さ方向の全領域に亘る複数（図７及び図８では
３つ）の凹部３０ａ，３０ａ，３０ａが、前壁３０の長手方向へ適宜の間隔で設けてあり
、通水路及び通気路として機能させるようにしてある。
【００４９】
　ところで、前述した後壁３１の高さは、前壁３０に設けた給水用孔３７の吐水口の底部
の高さと略同じにしてある。仮に、後壁３１の高さを前記吐水口の底部の高さより高くし
た場合、給水用ブロック３内の前記吐水口の底部より高い部分に一時的に溜まった水は、
この部分の水圧により短時間で、前記吐水口の底部の高さになるまで、給水用孔３７から
外へ排出される。従って、後壁３１の高さを前記吐水口の底部の高さより高くしても、給
水用ブロック３の実質的な貯水量は増大しない。一方、本実施例の如く、後壁３１の高さ
を、前記吐水口の底部の高さと略同じにした場合、実質的な貯水量が減少することなく、
給水用ブロック３を製造するに要する原料を低減することができ、製造コストが低い。ま
た、このように後壁３１の高さを前壁３０の高さより低くしてあるため、給水用ブロック
３に過剰に供給された雨水を後壁３１から外へオーバーフローさせることができる。従っ
て、給水用ブロック３は、かかるオーバーフローによって後壁３１から外へ、また、前述
した給水用孔３７を介して前壁３０から外へ、それぞれ水を供給することができるように
なっている。
【００５０】
　次に、前述した仕切りブロックについて説明する。
【００５１】
　仕切りブロック４は、図１０～図１２に示した如く、横帯板状の後壁４１の両端縁部に
台形柱状の側壁４２，４２をそれぞれ連結させて、平面視が略コ字状をなしており、後壁
４１の高さ寸法は、両側壁４２，４２の高さ寸法より小さくしてある。これによって、後
述する転圧作業を容易確実に実施することができるようになっている。また、後壁４１の
底面には、後壁４１の厚さ方向の全領域に亘る複数（図８では２つ）の凹部４１ａ，４１
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ａが、後壁４１の長手方向へ適宜の間隔で設けてあり、この凹部４１ａ，４１ａ内に、仕
切りブロック４を吊り上げるためのベルトを嵌入し得るようにしてある。
【００５２】
　以上説明した各ブロックを用いて、本発明に係る植生用擁壁を次のようにして施工する
。
【００５３】
　図１３は、本発明に係る植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図であり、図中、Ｊ
は植生用擁壁を施工した地山である。地山Ｊの法面に倣って、ｎ段の第１擁壁用ブロック
１，１，…が階段状に重積してあり、予め定めた１又は複数段（図１３では（ｎ－１）段
目）内の適宜数（図１３では１つ）の第１擁壁用ブロック１に、比較的背丈の低い樹木た
る植物Ｐを生育させ得るようにしてある。
【００５４】
　すなわち、地山Ｊの法面に倣って、（ｎ－２）段目の複数の第１擁壁用ブロック１（１
，１，…）を横方向へ並置する。次に、これら第１擁壁用ブロック１（１，１，…）の各
側壁１２（１２，１２，…）の固定用穴１６（１６，１６，…）に、例えば丸棒状の滑動
防止片１８（１８，１８，…）の一端を、その他端が固定用穴１６（１６，１６，…）か
ら突出する様態で挿入固定する。そして、各第１擁壁用ブロック１（１，１，…）内に、
適宜の大きさ（例えば、直径が略２０ｍｍ～４０ｍｍ）の砕石等の中込材Ｆを、各第１擁
壁用ブロック１（１，１，…）の後壁１１の高さ位置より少し高い位置、即ち側壁１２（
１２，１２，…）の下段部１２ｂの高さ位置まで投入すると共に、これと同じ高さ位置ま
で、各第１擁壁用ブロック１（１，１，…）と地山Ｊとの間に、前同様の砕石等の裏込材
Ｒを投入した後、中込材Ｆ及び裏込材Ｒの表面を転圧する。
【００５５】
　このようにして（ｎ－２）段目を施工した後、（ｎ－１）段目の複数の第１擁壁用ブロ
ック１（１，１，…）を、各前壁１０（１０，１０，…）の両端近傍の部分が滑動防止片
１８（１８，１８，…）に当接するように、地山Ｊの法面に倣って横方向へ並置した後、
（ｎ－１）段目の第１擁壁用ブロック１（１，１，…）の各側壁１２（１２，１２，…）
の固定用穴１６（１６，１６，…）に、滑動防止片１８（１８，１８，…）を前同様に挿
入固定する。
【００５６】
　これら各第１擁壁用ブロック１（１，１，…）のうちの所定の第１擁壁用ブロック１内
に客土Ｇを、他の第１擁壁用ブロック（１，１，…）に中込材（Ｆ，Ｆ，…）を、それぞ
れ各第１擁壁用ブロック１（１，１，…）の側壁１２（１２，１２，…）の下段部１２ｂ
（１２ｂ，１２ｂ，…）の高さ位置まで投入すると共に、これと同じ高さ位置まで、各第
１擁壁用ブロック１（１，１，…）と地山Ｊとの間に、裏込材Ｒを投入した後、それらの
表面を転圧する。
【００５７】
　なお、（ｎ－１）段目の客土Ｇが投入される第１擁壁用ブロック１内には、客土Ｇを投
入する前に、（ｎ－２）段目の中込材Ｆ及び裏込材Ｒの表面に存在する間隙（目）を塞ぐ
目潰し材（図示せず）を、予め敷き詰めておく。ただし、直径が略１２ｍｍ～２０ｍｍの
中込材Ｆを用いた場合は、目潰し材は不要である。
【００５８】
　次に、客土Ｇを投入した第１擁壁用ブロック１の対をなす側壁１２（１２）の下段部１
２ｂ（１２ｂ）間に、給水用ブロック３を載置する。そして、この第１擁壁用ブロック１
にあっては、給水用ブロック３内に前述した中込材Ｆを給水用ブロック３の前壁３０の高
さ位置まで充填すると共に、これと同じ高さ位置まで、給水用ブロック３と地山Ｊとの間
に裏込材Ｒを投入し、一方、その他の第１擁壁用ブロック（１，１，…）にあっては、各
第１擁壁用ブロック（１，１，…）の前壁（１０，１０，…）の高さ位置まで中込材Ｆ及
び裏込材Ｒを投入した後、それぞれ表面を転圧する。
【００５９】
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　このとき、図１３に示した如く、第１擁壁用ブロック１の後壁１１は側壁１２（１２）
の下段部１２ｂ（１２ｂ）より低いため、第１擁壁用ブロック１の側壁１２（１２）上に
載置された給水用ブロック３と、第１擁壁用ブロック１の後壁１１との間に間隙が生じて
いる。
【００６０】
　このようにして（ｎ－１）段目を施工した後、ｎ段目の複数の第１擁壁用ブロック１（
１，１，…）を、前同様、各前壁１０（１０，１０，…）の両端近傍の部分が滑動防止片
１８（１８，１８，…）に当接するように地山Ｊの法面に倣って横方向へ並置する。そし
て、前述した（ｎ－２）段目と同様に中込材Ｆ及び裏込材Ｒを施工する。
【００６１】
　このようにしてｎ段目の第１擁壁用ブロック１（１，１，…）の施工が終了した後、（
ｎ－１）段目の給水用ブロック３を配設した第１擁壁用ブロック１の前壁１０と当該給水
用ブロック３との間に、当該第１擁壁用ブロック１の前壁１０の高さ位置まで更に客土Ｇ
を投入することによって、植生用擁壁の施工を完了する。そして、この客土Ｇに植物Ｐを
植栽する。
【００６２】
　このとき、前記第１擁壁用ブロック１内へ投入した客土Ｇは自然落下により、給水用ブ
ロック３の給水用孔３７内へ進入し、そこに充填される。給水用孔３７に充填された客土
Ｇ中には、適宜の間隙が形成されており、この間隙によって毛管上昇が生起される。従っ
て、給水用孔３７に、毛管上昇を生起する他の部材を挿入することなく、給水用ブロック
３内に貯留された水を毛管上昇によって給水用孔３７から外の客土Ｇへ供給することがで
きる。また、第１擁壁用ブロック１内へ投入した客土Ｇが自然落下により給水用孔３７に
充填されるため、給水用ブロックの施工作業が容易である。
【００６３】
　このような植生用擁壁にあっては、第１擁壁用ブロック１内の略全領域に客土Ｇが充填
されているため、比較的背丈が低い樹木の生育に要する客土Ｇの容積が担保される。また
、客土Ｇは、（ｎ－２）段目の第１擁壁用ブロック１内外の中込材Ｆ及び裏込材Ｒ上に積
載されているため、この中込材Ｆ及び裏込材Ｒ内を通って、客土Ｇ中の余剰水が良好に排
除される。これによって、客土Ｇへの通気が促進され、植物Ｐの生育に要する十分な酸素
量を得ることができ、根腐が防止される。
【００６４】
　また、ｎ段目の第１擁壁用ブロック１に降った雨水は、当該第１擁壁用ブロック１内の
中込材Ｆ内を通過して、（ｎ－１）段目の第１擁壁用ブロック１の裏込材Ｒ及び給水用ブ
ロック３内へ流入する。前述した如く、給水用ブロック３の後壁３１は前壁３０より低く
してあるため、給水用ブロック３の容量を越えた雨水は、給水用ブロック３の後壁３１を
超えて裏込材Ｒへオーバーフローする。このとき、給水用ブロック３とこれを支持する第
１擁壁用ブロック１の後壁１１との間に間隙が生じているため、（ｎ－１）段目の第１擁
壁用ブロック１の裏込材Ｒに流入した雨水、及び給水用ブロック３からオーバーフローし
た雨水は、当該間隙を通って、第１擁壁用ブロック１の客土Ｇへ供給される。
【００６５】
　一方、給水用ブロック３に貯留された雨水は、毛管上昇によって給水用孔３７から外の
客土Ｇ内へ徐徐に供給される。更に、地山Ｊの法面からの水分も、（ｎ－１）段目の裏込
材Ｒを通って、客土Ｇ内へ供給される。従って、客土Ｇには、降雨時の水が無駄なく十分
に供給されると共に、給水用ブロック３に貯留された雨水が徐徐に供給されるため、長期
間に亘って降雨がない場合でも、散水することなく、植物Ｐの枯死が防止される。
【００６６】
　なお、図１３に示した植生用擁壁にあっては、（ｎ－１）段目に１つだけ客土Ｇを投入
した第１擁壁用ブロック１を施工してあるが、本発明はこれに限らず、任意の段の任意数
の第１擁壁用ブロック１，１，…に客土Ｇ，Ｇ，…を投入して、例えば千鳥模様状にする
ようにしてもよい。これによって、景観を考慮して所要位置の第１擁壁用ブロック１，１
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，…に客土Ｇ，Ｇ，…を投入して植物Ｐ，Ｐ，…を生育させることができる一方、客土を
投入していない第１擁壁用ブロック１，１，…には雑草等が生育し難いため、景観が良好
に保たれると共に雑草の処理等に要する手間及びコストを削減することができる。
【００６７】
　また、本実施の形態に係る植生用擁壁にあっては、第１擁壁用ブロック１の側壁１２は
上段部１２ａと下段部１２ｂとを形成して階段状にしてあり、両側壁１２，１２の下段部
１２ｂ，１２ｂ上に給水ブロック３が横臥してあるが、本発明はこれに限らず、例えば、
両側壁を、前述した下段部１２ｂ，１２ｂを設けずに上端を面一とし、両側壁の内面に、
給水ブロック３を支持する支持凸部又は支持溝を形成し、給水ブロック３に、前記支持凸
部又は支持溝に係合する係合部を設けてもよい。更に、第１擁壁用ブロック１の後壁１１
の高さ寸法を、前壁１０の高さ寸法と同じにしてもよい。
【００６８】
　図１４は、本発明に係る他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面図であり、前述
した第２擁壁用ブロック２を用いることによって、中程度の背丈の樹木を生育させ得るよ
うにしてある。なお、図中、図１３に示した部分に対応する部分には同じ番号を付してそ
の説明を省略する。
【００６９】
　（ｎ－２）段目の各第１擁壁用ブロック１（１，１，…）の各側壁１２（１２，１２，
…）の固定用穴１６（１６，１６，…）に、滑動防止片１８（１８，１８，…）を前同様
に挿入固定して、第１擁壁用ブロック１（１，１，…）を前同様に施工した後、（ｎ－２
）段目の適宜の第１擁壁用ブロック１上に（ｎ－１）段目の第２擁壁用ブロック２を、両
者の前壁１０，２０が重なるように重積する。このとき、第２擁壁用ブロック２の嵌合用
穴２７（２７）内に、直下の第１擁壁用ブロック１に固定した滑動防止片１８（１８）の
他端が嵌合され、第２擁壁用ブロック２の滑動が防止される。なお、複数の第２擁壁用ブ
ロック２，２，…を横方向へ連続して、又は適宜の距離を隔てて並置してもよい。
【００７０】
　なお、（ｎ－２）段目の第１擁壁用ブロック１上に重積させた（ｎ－１）段目の第２擁
壁用ブロック２の前壁２０が、第１擁壁用ブロック１の前壁１０より少し後壁１１側に位
置するように、第２擁壁用ブロック２を施工し、又は、第２擁壁用ブロック２を設計する
ようにしてもよい。両前壁１０，２０のずれ量は、植生用擁壁の施工に支障が無い程度に
してある。
【００７１】
　また、（ｎ－１）段目において、第２擁壁用ブロック２を配置した以外の部分には、第
１擁壁用ブロック（図示せず）を前述した如く階段状に並置し、前同様に中込材を充填す
る。
【００７２】
　一方、前述した植生用擁壁と同様に、第２擁壁用ブロック２及び第１擁壁用ブロック（
１，１，…）の固定用穴２６（１６，１６，…）に、滑動防止片１８（１８，１８，…）
を前同様に挿入固定した後、第２擁壁用ブロック２内には、客土Ｇを充填し、第２擁壁用
ブロック２の両側壁２２（２２）の下段部２２b（２２b）上には、給水用ブロック３を載
置し、該給水用ブロック３には中込材Ｆを充填し、第２擁壁用ブロック２の後壁２１と地
山Ｊとの間には裏込材Ｒを充填する。その後、ｎ段目の複数の第１擁壁用ブロック１（１
，１，…）を、前同様、各前壁１０（１０，１０，…）の両端近傍の部分が滑動防止片１
８（１８，１８，…）に当接するように地山Ｊの法面に倣って横方向へ並置する。そして
、前述した（ｎ－２）段目と同様に中込材Ｆ及び裏込材Ｒを施工する。
【００７３】
　そして、第２擁壁用ブロック２の客土Ｇに中程度の背丈の樹木たる植物Ｐを植生させる
。第２擁壁用ブロック２は第１擁壁用ブロック１より容積が大きいため、その生育により
大きい客土容積を要する植物Ｐを十分に生育させることができる。また、前同様、植物Ｐ
の生育に要する十分な酸素及び水を供給することができる。



(13) JP WO2006/021987 A1 2006.3.2

10

20

30

40

50

【００７４】
　一方、図１４に示した如く、第２擁壁用ブロック２の奥行き寸法は、第１擁壁用ブロッ
ク１の奥行き寸法より大きいため、第２擁壁用ブロック２の後壁２１は直下の第１擁壁用
ブロック１の後壁１１より地山Ｊ側に位置しており、第２擁壁用ブロック２内の客土Ｇの
一部も、直下の第１擁壁用ブロック１の後壁１１より地山Ｊ側に延出している。植物Ｐの
根が、第２擁壁用ブロック２内の客土Ｇを経て直下の第１擁壁用ブロック１の裏込材Ｒ内
へ伸延することができ、十分な根の伸長が担保される。
【００７５】
　なお、本実施の形態に係る植生用擁壁にあっては、第２擁壁用ブロック２の側壁２２は
上段部２２ａと下段部２２ｂとを形成して階段状にしてあり、両側壁２２，２２の下段部
２２ｂ，２２ｂ上に給水ブロック３が横臥してあるが、本発明はこれに限らず、例えば、
両側壁を、前述した下段部２２ｂ，２２ｂを設けずに上端を面一とし、両側壁の内面に、
給水ブロック３を支持する支持凸部又は支持溝をそれぞれ形成し、給水ブロック３に、前
記支持凸部又は支持溝に係合する係合部を設けてもよい。更に、第２擁壁用ブロック２の
後壁２１の高さ寸法を、前壁２０の高さ寸法と同じにしてもよい。
【００７６】
　図１５及び図１６は、本発明に係る更に他の植生用擁壁の上部部分の構造を示す側断面
図であり、客土容積を更に大きくしてある。なお、両図中、図１５に対応する部分には同
じ番号を付してその説明を省略する。
【００７７】
　図１５及び図１６に示した如く、第２擁壁用ブロック２の直下の第１擁壁用ブロック１
の両側壁１２（１２）の下段部１２ｂ（１２ｂ）には、前述した仕切りブロック４が載置
してあり、第１擁壁用ブロック１の後壁１１と仕切りブロック４の後壁４１とは、略同じ
位置である。
【００７８】
　そして、図１５に示した場合では、前記直下の第１擁壁用ブロック１は、当該第１擁壁
用ブロック１の側壁１２（１２）の下段部１２ｂ（１２ｂ）の高さ位置まで中込材Ｆ及び
裏込材Ｒを投入し、第１擁壁用ブロック１の側壁１２（１２）の下段部１２ｂ（１２ｂ）
上に仕切りブロック４の両側壁４２（４２）が位置するように載置した後、第１擁壁用ブ
ロック１内には客土Ｇを、仕切りブロック４と地山Ｊとの間には裏込材Ｒをそれぞれ投入
し、それらの表面を転圧することによって施工してある。
【００７９】
　また、図１６に示した場合では、前記直下の第１擁壁用ブロック１は、当該第１擁壁用
ブロック１の側壁１２（１２）の下段部１２ｂ（１２ｂ）の高さ位置まで客土Ｇ及び裏込
材Ｒを投入し、第１擁壁用ブロック１の側壁１２（１２）の下段部１２ｂ（１２ｂ）上に
仕切りブロック４の両側壁４２（４２）が位置するように載置した後、第１擁壁用ブロッ
ク１内には客土Ｇを、仕切りブロック４と地山Ｊとの間には裏込材Ｒをそれぞれ投入し、
それらの表面を転圧することによって施工してある。
【００８０】
　これによって、前同様、植物Ｐの生育に要する水分及び酸素を十分供給することができ
る一方、客土Ｇの容積が更に増大されるため、高木の植物Ｐを生育させることができる。
【００８１】
　また、上に仕切りブロック４は、前述した如く、両側壁４２（４２）の高さ寸法より後
壁４１の高さ寸法を小さくしてあるため、転圧機（プレート）の移動に後壁４１が支障を
来さず、転圧機によって裏込材Ｒの表面を十分に転圧することができる。
【００８２】
　なお、本実施の形態に係る植生用擁壁にあっては、第１擁壁用ブロック１の側壁１２は
上段部１２ａと下段部１２ｂとを形成して階段状にしてあり、両側壁１２，１２の下段部
１２ｂ，１２ｂ上に仕切りブロック４が横臥してあるが、本発明はこれに限らず、例えば
、仕切りブロック４を後壁１１上に載置してもよい。また、第１擁壁用ブロック１の両側
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壁を、前述した下段部１２ｂ，１２ｂを設けずに上端を面一とし、両側壁の内面に、仕切
りブロック４を支持する支持凸部又は支持溝を形成一方、仕切りブロック４に前記支持凸
部又は支持溝に係合する係合部を設けてもよい。更に、第２擁壁用ブロック２の後壁２１
の高さ寸法を、前壁２０の高さ寸法と同じにしてもよい。
【００８３】
　なお、本実施の形態では、箱状の給水用ブロック３を用いた場合について説明したが、
本発明はこれに限らず、図１７に示した如く、側断面視がＬ字状の給水用ブロック３ａを
用いてもよい。かかる給水用ブロック３ａにあっては、底壁３４ａの前縁上に前壁３０ａ
が立設してあり、この前壁３０ａの下端近傍に前壁３０ａを貫通する複数の給水用孔３７
ａ（３７ａ，３７ａ，…）が開設してある。このような給水用ブロックａは、ｎ段目の第
１擁壁用ブロック１内に充填した中込材Ｆ内を通過した雨水を受けて、給水用孔３７ａ（
３７ａ，３７ａ，…）から客土Ｇへ供給すると共に、第２擁壁用ブロック２の裏込材Ｒ及
び給水用ブロック３ａと第２擁壁用ブロック２の後壁２１との間隙を通じて客土Ｇへ供給
することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　請求項１記載の本発明では、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の擁壁用ブロッ
ク複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積して構
成された植生用擁壁において、１又は複数段の適宜位置に客土を投入した擁壁用ブロック
が配置してあるため、縦方向へ相隣る擁壁用ブロックと擁壁用ブロックとの間より空気が
、擁壁用ブロック内に充填した客土に十分供給される。
【００８５】
　この客土を投入した擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロッ
クが架設してあり、給水用ブロックは、雨水を受けてそれを客土へ供給する。そして、擁
壁用ブロック及び給水用ブロックで囲まれる略全領域に客土が充填してある。従って、比
較的背丈が低い樹木の生育に要する十分な客土の容積が得られる。
【００８６】
　更に、客土を充填した擁壁用ブロックの直上に重積された擁壁用ブロック内の略全領域
には石材が充填してある。石材は保水力をほとんど有さないため、雨水は、直上の擁壁用
ブロック内に充填された石材にほとんど捕獲されることなく、直接又は給水ブロックを介
して客土に供給される。これによって、樹木の生育に十分な容積の客土を充填した場合で
あっても、当該客土全体に十分量の雨水を供給して、そこに保持させることができ、比較
的長い間降雨が無い場合であっても、散水することなく、客土に植栽された植物が枯死す
ることが防止される。
【００８７】
　一方、雨水を貯留し得る給水ブロックを用いた場合、客土全体に雨水を十分保持させる
ことができると共に、貯留された雨水が給水ブロックから客土へ徐徐に供給されるため、
更に長期間降雨が無い場合であっても、散水することなく、客土に植栽された植物が枯死
することが防止される。
【００８８】
　ところで、石材が充填された擁壁用ブロック内には、雑草が生育することが困難である
ため、草取りといった手間を要する作業を実施することなく、植生用擁壁の景観を維持す
ることができる。
【００８９】
　請求項２記載の本発明では、前壁と後壁との間に両側壁を架設した筒状の第１擁壁用ブ
ロック複数を施工対象の法面に倣って横方向へ併設すると共に、縦方向へ階段状に重積し
た植生用擁壁において、第１擁壁用ブロックの両側壁の長さより長い寸法の両側壁を前壁
と後壁との間に架設した筒状の第２擁壁用ブロックが、適宜の第１擁壁用ブロック上に、
第２擁壁用ブロックの前壁が、当該第１擁壁用ブロックの前壁の位置又はそれより少し当
該第１擁壁用ブロックの後壁側の位置になるように重積してあり、この第２擁壁用ブロッ
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ク内に客土が投入してあるため、縦方向へ相隣る第１擁壁用ブロックと第２擁壁用ブロッ
クとの間より空気が、第２擁壁用ブロック内に投入した客土へ十分供給される。
【００９０】
　この第２擁壁用ブロックの両側壁間に、客土へ給水するための給水用ブロックが架設し
てあり、給水用ブロックは雨水を受けて、それを客土へ供給する。そして、第１擁壁用ブ
ロックより容積が大きく、植栽面積が広い第２擁壁用ブロック及び給水用ブロックで囲ま
れる略全領域に客土が充填してあるため、中程度の背丈の樹木の生育に要する十分な客土
の容積が得られる。このように第２擁壁用ブロックに樹木の生育に十分な容積の客土を充
填した場合であっても、前記給水ブロックによって当該客土全体に十分量の雨水を供給し
て、そこに保持させることができ、比較的長い間降雨が無い場合であっても、散水するこ
となく、客土に植栽された植物が枯死することが防止される。
【００９１】
　一方、雨水を貯留し得る給水ブロックを用いた場合、客土全体に雨水を十分保持させる
ことができると共に、貯留された雨水が給水ブロックから第２擁壁用ブロック内の客土へ
徐徐に供給されるため、更に長期間降雨が無い場合であっても、散水することなく、客土
に植栽された植物が枯死することが防止される。
【００９２】
　ところで、前述した如く第１擁壁用ブロック上に第２擁壁用ブロックを重積した場合、
上段の第２擁壁用ブロックの後壁は、下段の第１擁壁用ブロックの後壁より奥の位置にあ
り、従って、第２擁壁用ブロックの後壁側へ伸長した植物の根は、下段の第１擁壁用ブロ
ックの裏側へ更に伸長することができる。
【００９３】
　請求項３記載の本発明では、第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロック内の
一部又は全部に、前記石材に代えて客土が、第２擁壁用ブロック内の客土と連通するよう
に充填してあるため、客土の容積を更に増大することができ、比較的背丈が高い樹木の生
育に要する客土容量を担保することができる。
【００９４】
　一方、第１擁壁用ブロックの両側壁に、その上に重積された第２擁壁用ブロックを担持
させてあるため、下段の第１擁壁用ブロック内に客土を充填した場合であっても、上段の
第２擁壁用ブロックの沈み込みが防止される。
【００９５】
　請求項４記載の本発明では、第２擁壁用ブロックを重積させた第１擁壁用ブロックの後
壁の高さはその前壁の高さより低くしてあるため、第１擁壁用ブロックを軽量化すること
ができると共に、第１擁壁用ブロック内への投入材の投入・転圧作業、裏込材の投入・転
圧作業が容易となる。また、この第１擁壁用ブロックの後壁より上位領域は仕切りブロッ
クによって内外を仕切られており、第１擁壁用ブロック及び仕切りブロックで囲まれる領
域の一部又は全部に、客土が充填してあるため、当該客土の外への流出、裏込材等の客土
への流入が共に防止されると共に、十分な容積の客土を確保することができる。一方、仕
切りブロックは当該第１擁壁用ブロックに支持されているため、仕切りブロックの沈み込
みが防止される。
【００９６】
　請求項５記載の本発明では、第１擁壁用ブロックの後壁と仕切りブロックとの間に、間
隙が形成してあるため、この間隙を通して客土内へ、上方から浸透した雨水が流入する。
これによって、客土へ十分な量の水を供給することができる。
【００９７】
　請求項６記載の本発明では、第１擁壁用ブロックの少なくとも一方の側壁の上面には、
重積させた第２擁壁用ブロックの滑動を防止する滑動防止片が突設してあり、この滑動防
止片は前記第２擁壁用ブロックの対応する側壁の底面に設けた凹部内に嵌合させてあるた
め、第２擁壁用ブロックの滑動が防止される一方、第１擁壁用ブロックに突設した滑動防
止片が、前記凹部内に嵌合するように第２擁壁用ブロックを第１擁壁用ブロック上に重積
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するだけで滑動を防止するための施工が終了するため、かかる施工作業を容易に実施する
ことができる。
【００９８】
　請求項７記載の本発明は、前記第２擁壁用ブロックの直上に重積された第１擁壁用ブロ
ック内の略全領域には石材が充填してあるため、雨水は、直上の第１擁壁用ブロック内に
充填された石材にほとんど捕獲されることなく、直接又は給水ブロックを介して客土に供
給される。これによって、第２擁壁用ブロック内、又は第２擁壁用ブロック及び直下の第
１擁壁用ブロック内に、樹木の生育に十分な容積の客土を充填した場合であっても、当該
客土全体に十分量の雨水を供給して、そこに保水させることができ、比較的長い間降雨が
無い場合であっても、散水することなく、客土に植栽された植物が枯死することが防止さ
れる。
【００９９】
　ところで、石材が充填された第１擁壁用ブロック内には、雑草が侵入することが困難で
あるため、草取りといった手間を要する作業を実施することなく、植生用擁壁の景観を維
持することができる。
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