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(57)【要約】
【課題】型枠の設置に掛かる手間が軽減された軽量盛土
構造、および軽量盛土の構築方法を提供する。
【解決手段】形成するコンクリート床版１２の厚さに等
しい高さを有する立設部位２と、平均厚さがコンクリー
ト床版の厚さの３０％以下である底板部位３とを備えた
、断面がＬ字形状の埋設型枠材１を、発泡樹脂ブロック
１０上に固定した後、立設部位２の高さに等しい厚さと
なるようにコンクリートを打設することにより、軽量盛
土を構築する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版を形成する工程を含む軽量盛土の構築方法であ
って、
　形成するコンクリート床版の厚さに等しい高さを有する立設部位と、平均厚さがコンク
リート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備えた、断面がＬ字形状の埋設型枠材
を、発泡樹脂ブロック上に固定した後、立設部位の高さに等しい厚さとなるようにコンク
リートを打設することを特徴とする軽量盛土の構築方法。
【請求項２】
　上記埋設型枠材は底板部位に複数の孔を有し、当該埋設型枠材を、その孔に棒状の固定
部材を差し込むことによって発泡樹脂ブロック上に固定することを特徴とする請求項１に
記載の軽量盛土の構築方法。
【請求項３】
　上記固定部材の径が６ｍｍ以上であることを特徴とする請求項２に記載の軽量盛土の構
築方法。
【請求項４】
　上記埋設型枠材の長さがコンクリート床版の厚さの３～１５倍であることを特徴とする
請求項１～３の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【請求項５】
　上記埋設型枠材は、底板部位において、立設部位との結合部分から先端部分に向かって
、その長さが次第に短くなるように形成されていることを特徴とする請求項１～４の何れ
か一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【請求項６】
　上記埋設型枠材が繊維補強セメントで形成されていることを特徴とする請求項１～５の
何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【請求項７】
　発泡樹脂ブロック上に緩衝材を設置した後、埋設型枠材を設置することを特徴とする請
求項１～６の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【請求項８】
　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版が形成された軽量盛土構造であって、
　打設されるコンクリート床版の枠材である埋設型枠材を備え、
　上記埋設型枠材は、断面がＬ字形状であり、コンクリート床版の厚さに等しい高さを有
する立設部位と、平均厚さがコンクリート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備
え、発泡樹脂ブロック上に固定されていることを特徴とする軽量盛土構造。
【請求項９】
　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版が形成された嵩上げ構造であって、
　打設されるコンクリート床版の枠材である埋設型枠材を備え、
　上記埋設型枠材は、断面がＬ字形状であり、コンクリート床版の厚さに等しい高さを有
する立設部位と、平均厚さがコンクリート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備
え、発泡樹脂ブロック上に固定されていることを特徴とする嵩上げ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート床版の型枠の設置に掛かる手間が軽減された軽量盛土構造、お
よび軽量盛土の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発泡スチロール土木工法（Expanded Polystyrol Construction Method ；ＥＰＳ
工法とも称される）によって軽量盛土を構築することが行われている。当該工法では、例
えば２０００×１０００×５００ｍｍの大きさの発泡スチロール（発泡ポリスチレン）製
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のブロック（ＥＰＳブロックとも称される）を多数積み上げることにより、軽量盛土構造
を形成することができる。
【０００３】
　上記ブロックを多数積み上げて形成される軽量盛土構造においては、不陸整正のために
、ブロックの積み上げ高さが３ｍになるごとに、並びに最上部に、一般的な場合では厚さ
１５０ｍｍのコンクリート床版を設置することが業界の基準書で規定されている。一般に
、コンクリート床版を設置するには、壁面材を設置するためのＨ型鋼を設置し、ブロック
を積み上げた後、Ｈ型鋼を利用して、図６に示すように、木製枠材（型枠合板）等の枠材
によってコンクリート床版用の型枠構造を固定し、ブロック上に鉄筋金網を設置して結束
線やセパレータ等の固定治具を用いて固定を行った上で上記型枠構造にコンクリートを打
設して硬化させ、硬化後に型枠構造を解体する。
【０００４】
　ところが、発泡スチロール製のブロックに釘等の固定部材を用いて型枠を設置すること
、並びに型枠の解体を行うことは非常に困難である。具体的には、スペースが限られた場
所での、コンクリートの打設圧に耐え得る型枠を設置する作業、および当該型枠を解体す
る作業は、発泡スチロール製のブロック上での作業となるため固定部材が充分に固定され
難く、また足元が不安定であるので、非常に困難である。さらに、ブロックの積み上げ高
さが高くなるにつれ、型枠を支えるために長尺の支柱を設置したり、型枠を組むために別
途足場を組む必要が生じたりする場合があり、型枠を組むための部品点数も多くなる。
【０００５】
　このため、コンクリート床版の型枠を簡便に設置することができる方法が求められてい
る。例えば、特許文献１には、壁面側に位置するブロックの端面部分に堰堤部を設け、当
該堰堤部を型枠として用いることにより、コンクリート床版を設置する構築方法が記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１７２６７６号公報（１９９９年６月２９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載されているコンクリート床版の構築方法では、ブロッ
クの壁面側の先端部にまでコンクリートを打設することができない。即ち、ブロック上の
全面にコンクリート床版を設置することができないという問題点を有している。
【０００８】
　また、近年、Ｈ型鋼を用いないで、ブロックに壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体
となる）盛土構築用のブロックが施工されることが多くなってきている。ところが、当該
ブロックを用いた施工法でも、特許文献１に記載されているコンクリート床版の構築方法
と同様に、発泡スチロール製のブロックに釘等の固定部材を用いて型枠を設置すること、
並びに型枠の解体を行うことは非常に困難である。
【０００９】
　それゆえ、ブロック上の全面にコンクリート床版を設置するための型枠を簡便に設置す
ることができる方法、つまり、壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体となる）盛土構築
用のブロックにも対応可能で、コンクリート床版の型枠の設置に掛かる手間を軽減するこ
とができる軽量盛土の構築方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために発明者らが鋭意検討した結果、型枠として、形成するコンク
リート床版の厚さに等しい高さを有する立設部位と、底板部位とを備えた断面がＬ字形状
の埋設型枠材を用い、当該埋設型枠材を発泡樹脂ブロック上に固定した後、立設部位の高
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さに等しい厚さとなるようにコンクリートを打設することにより、コンクリート床版の型
枠の設置に掛かる手間が軽減された軽量盛土構造、および軽量盛土の構築方法を提供する
ことができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　即ち、本発明は、以下の〔１〕～〔９〕に記載の発明を含む。
【００１２】
　〔１〕　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版を形成する工程を含む軽量盛土の構築
方法であって、形成するコンクリート床版の厚さに等しい高さを有する立設部位と、平均
厚さがコンクリート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備えた、断面がＬ字形状
の埋設型枠材を、発泡樹脂ブロック上に固定した後、立設部位の高さに等しい厚さとなる
ようにコンクリートを打設することを特徴とする軽量盛土の構築方法。
【００１３】
　〔２〕　上記埋設型枠材は底板部位に複数の孔を有し、当該埋設型枠材を、その孔に棒
状の固定部材を差し込むことによって発泡樹脂ブロック上に固定することを特徴とする〔
１〕に記載の軽量盛土の構築方法。
【００１４】
　〔３〕　上記固定部材の径が６ｍｍ以上であることを特徴とする〔２〕に記載の軽量盛
土の構築方法。
【００１５】
　〔４〕　上記埋設型枠材の長さがコンクリート床版の厚さの３～１５倍であることを特
徴とする〔１〕～〔３〕の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【００１６】
　〔５〕　上記埋設型枠材は、底板部位において、立設部位との結合部分から先端部分に
向かって、その長さが次第に短くなるように形成されていることを特徴とする〔１〕～〔
４〕の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【００１７】
　〔６〕　上記埋設型枠材が繊維補強セメントで形成されていることを特徴とする〔１〕
～〔５〕の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【００１８】
　〔７〕　発泡樹脂ブロック上に緩衝材を設置した後、埋設型枠材を設置することを特徴
とする〔１〕～〔６〕の何れか一項に記載の軽量盛土の構築方法。
【００１９】
　〔８〕　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版が形成された軽量盛土構造であって、
打設されるコンクリート床版の枠材である埋設型枠材を備え、上記埋設型枠材は、断面が
Ｌ字形状であり、コンクリート床版の厚さに等しい高さを有する立設部位と、平均厚さが
コンクリート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備え、発泡樹脂ブロック上に固
定されていることを特徴とする軽量盛土構造。
【００２０】
　〔９〕　発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版が形成された嵩上げ構造であって、打
設されるコンクリート床版の枠材である埋設型枠材を備え、上記埋設型枠材は、断面がＬ
字形状であり、コンクリート床版の厚さに等しい高さを有する立設部位と、平均厚さがコ
ンクリート床版の厚さの３０％以下である底板部位とを備え、発泡樹脂ブロック上に固定
されていることを特徴とする嵩上げ構造。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の一態様によれば、形成するコンクリート床版の厚さに等しい高さを有する立設
部位と、底板部位とを備えた断面がＬ字形状の埋設型枠材を用い、当該埋設型枠材を発泡
樹脂ブロック上に固定した後、立設部位の高さに等しい厚さとなるようにコンクリートを
打設する。このため、ブロック上の全面にコンクリート床版を設置するための型枠を簡便
に設置することができ、また、コンクリート床版を形成した後、型枠を解体する必要が無
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い。そして、ブロック上の全面に、埋設型枠材と一体となったコンクリート床版を設置す
ることができる。
【００２２】
　それゆえ、壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体となる）盛土構築用のブロックにも
対応可能で、コンクリート床版の型枠の設置に掛かる手間を軽減することができる軽量盛
土構造、および軽量盛土の構築方法を提供することができる。即ち、施工性に優れ、工期
の短縮およびコスト低減を行うことができる軽量盛土構造、および軽量盛土の構築方法を
提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る軽量盛土の構築方法に用いる埋設型枠材の、（ａ）
は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は側面図であり、（ｄ）は要部を拡大して示す平面図
である。
【図２】上記埋設型枠材を用いた軽量盛土構造の一例を示す概略の部分断面図である。
【図３】上記埋設型枠材を用いた軽量盛土構造の一例を示す要部の断面図である。
【図４】上記埋設型枠材を用いた軽量盛土構造の他の一例を示す要部の断面図である。
【図５】上記埋設型枠材を用いた軽量盛土構造のさらに他の一例を示す概略の断面図であ
る。
【図６】従来の軽量盛土構造の一例を示す要部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。但し、本発明はこれに限定される
ものではなく、記述した範囲内で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開
示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲
に含まれる。尚、本明細書においては特記しない限り、数値範囲を表す「Ａ～Ｂ」は、「
Ａ以上、Ｂ以下」を意味する。また、「質量」と「重量」は同義語であると見なす。
【００２５】
　本発明の実施の一形態に係る軽量盛土の構築方法は、発泡樹脂ブロック上にコンクリー
ト床版を形成する工程を含む軽量盛土の構築方法であって、形成するコンクリート床版の
厚さに等しい高さを有する立設部位と、底板部位とを備えた断面がＬ字形状の埋設型枠材
を、発泡樹脂ブロック上に固定した後、立設部位の高さに等しい厚さとなるようにコンク
リートを打設する方法である。
【００２６】
　また、本発明の実施の一形態に係る軽量盛土構造は、発泡樹脂ブロック上にコンクリー
ト床版が形成された軽量盛土構造であって、打設されるコンクリート床版の枠材である埋
設型枠材を備え、上記埋設型枠材は、断面がＬ字形状であり、コンクリート床版の厚さに
等しい高さを有する立設部位と、底板部位とを備え、発泡樹脂ブロック上に固定されてい
る構成である。
【００２７】
　〔埋設型枠材〕
　本発明の実施の一形態に係る埋設型枠材は、発泡樹脂ブロック上にコンクリート床版を
形成するための型枠である。図１に示すように、埋設型枠材１は、形成するコンクリート
床版の厚さに等しい高さを有する立設部位２と、底板部位３とを備えており、断面（立設
部位２および底板部位３を通る断面）がＬ字形状である。
【００２８】
　埋設型枠材１の材質としては、繊維強化されていないコンクリートと比較して、薄型化
および軽量化を図ることができるため、繊維強化コンクリートが好適である。強化繊維と
しては、例えば、ガラス繊維、ポリエステル繊維、ビニロン繊維、ポリアラミド繊維、ポ
リアミド繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリアクリル繊維、ポリウレタ
ン繊維等が挙げられる。このうち、ガラス繊維がより好ましい。従って、埋設型枠材１と



(6) JP 2018-199941 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

しては、具体的には、繊維補強セメントで形成された繊維強化コンクリート板がさらに好
ましく、ガラス繊維補強セメント（ＧＲＣ： Glass fiber Reinforced Cement）で形成さ
れた繊維強化コンクリート板が特に好ましい。繊維強化コンクリートを構成するコンクリ
ート（セメント）の種類は、特に限定されるものではないが、より良好な一体性を図るた
めには、コンクリート床版となるコンクリートの物性値にできるだけ近い物性値を有する
コンクリートであることがより好ましい。また、繊維強化コンクリートは、一般的なコン
クリートと比較して緻密であるため、コンクリートの中性化を抑制する効果を期待するこ
とができ、鉄筋かぶりの一部としても充分に機能する。さらに、繊維強化コンクリートは
、誤ってハンマーで叩いても割れ難い強度を備えている。尚、埋設型枠材１の材質として
、鋼材（鋼板）を用いると軽量化を図ることが困難であり、プラスチックを用いると耐候
性に劣る。
【００２９】
　埋設型枠材１は、工場で生産することができる。つまり、埋設型枠材１は、軽量盛土の
構築時に作製する必要は無く、予め生産しておく（プレキャスト製品として用意しておく
）ことができる。また、埋設型枠材１は、工場で生産することができるので、当該埋設型
枠材１の表面にジャンカ（打設不良）が発生することを防止することができ、綺麗な仕上
がりとなる。そして、埋設型枠材１は、工場で生産することができるので、壁面側に意匠
を容易に形成することができる。
【００３０】
　繊維強化コンクリートは、一般に、曲げ強度が１０．０Ｎ／ｍｍ２～３０．０Ｎ／ｍｍ
２であり、圧縮強度が５０Ｎ／ｍｍ２以上である。繊維強化コンクリートの切断は、ダイ
ヤモンド・カッターを用いて行うことができる。従って、埋設型枠材１は、軽量盛土の形
状（傾斜部分等）に対応することができるように、必要に応じて現場で加工することがで
きる。
【００３１】
　埋設型枠材１の立設部位２の高さｈ（図１の（ｂ），（ｃ））は、形成するコンクリー
ト床版の厚さに等しい高さである１５０ｍｍであるか、または、当該コンクリート床版の
厚さに、埋設型枠材１の上下部分に形成される目地部分の目隠しに要する長さ（２０ｍｍ
程度）を加えた長さに等しい高さであることが好ましい。つまり、埋設型枠材１の立設部
位２の高さｈは、１５０ｍｍであるか、または目地部分の目隠しを行う場合には１７０ｍ
ｍ程度であることが好ましい。尚、本明細書において、「コンクリート床版の厚さに等し
い高さ」との文言は、施工にあたり、コンクリート床版の厚さと実質的に等しいと見なさ
れる高さ、および、さらに目地部分の目隠しを行うことができる長さを加えた高さを包含
している。
【００３２】
　埋設型枠材１の底板部位３の幅ｗ（図１の（ａ），（ｃ））は、コンクリートの打設圧
に耐え得ることができる幅であればよく、特に限定されるものではないが、１５０ｍｍ程
度が好適である。埋設型枠材１の底板部位３の平均厚さｔ（図１の（ｂ），（ｃ））は、
形成するコンクリート床版の厚さの３０％（４５ｍｍ）以下である。底板部位３の平均厚
さｔがコンクリート床版の厚さの３０％を超えると、埋設型枠材１が重くなり、重機を用
いる必要が生じたり、底板部位３の上部にコンクリートの骨材が充填されなくなったり、
人力での運搬および施工が困難になったりするおそれがある。
【００３３】
　発泡樹脂ブロック上に設置したときに埋設型枠材１が安定するように、埋設型枠材１は
、立設部位２よりも底板部位３の方が重いことが望ましい。このため、埋設型枠材１の立
設部位２の平均厚さｔ’（図１の（ａ），（ｃ））は、底板部位３の平均厚さｔよりも薄
いことが好ましい。つまり、底板部位３の平均厚さｔは、立設部位２の平均厚さｔ’以上
の厚さであることが好ましい。これにより、埋設型枠材１の重心が低くなるので、当該埋
設型枠材１を発泡樹脂ブロック上に安定して固定することができる。但し、底板部位３の
幅ｗが立設部位２の高さｈと比較して充分に広い場合には、発泡樹脂ブロック上に設置し
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たときに埋設型枠材１が安定し易くなるため、埋設型枠材１の立設部位２の平均厚さｔ’
を、底板部位３の平均厚さｔよりも厚くしてもよい。尚、立設部位２は、底板部位３側（
結合部分）から先端部分に向かって、厚さが次第に薄くなるように形成されていてもよい
。
【００３４】
　埋設型枠材１の長さｌ（図１の（ａ），（ｂ））は、特に限定されるものではないが、
コンクリート床版の厚さの３～１５倍であること、つまり、４５０ｍｍ～２２５０ｍｍが
好適であり、埋設型枠材１を人力で容易に運搬することができるように、１０００ｍｍ程
度がより好ましい。埋設型枠材１の長さｌが３倍未満であると、壁面側の目地処理、およ
び固定部材９（図３）による固定作業が手間になるおそれがある。埋設型枠材１の長さｌ
が１５倍を超えると、埋設型枠材１が重くなり過ぎて人力での運搬が難しくなるおそれが
あり、また、軽量盛土の形状（曲線部分、傾斜部分等）に対応するために、埋設型枠材１
を現場で加工する必要が生じ易くなる。尚、埋設型枠材１の重量は、１０００ｍｍの長さ
で８ｋｇ程度である。
【００３５】
　上記埋設型枠材１は、底板部位３において、立設部位２側（結合部分）から先端部分に
向かって、その長さが次第に短くなるように、いわゆるテーパーが形成されていてもよい
。即ち、底板部位３の先端部分の長さｌ’（図１の（ａ））は、埋設型枠材１の長さｌよ
りも数ｍｍ短くなっていてもよい。より具体的には、図１の（ｄ）に示すように、例えば
底板部位３の幅ｗが１４８ｍｍである二つの埋設型枠材１を、立設部位２側が直線状にな
るように並べた場合には、互いに隣り合う底板部位３の先端部分の間に、例えば３．４ｍ
ｍの隙間が空くように、上記底板部位３の先端部分の長さｌ’（図１の（ａ））は、埋設
型枠材１の長さｌよりも３．４ｍｍ短くなっていてもよい。埋設型枠材１は、底板部位３
にテーパーが形成されることにより、軽量盛土の曲線部分にも対応した軽量盛土構造を構
築可能となっている。上記テーパーの度合いは、３０Ｒ程度の曲線部分にも対応可能なよ
うに、１～２°程度が好適であるものの、軽量盛土構造の施工場所の曲線部分に対応して
適宜決定すればよく、特に規定されない。
【００３６】
　そして、埋設型枠材１は、一部分に応力が集中しないように、立設部位２と底板部位３
との結合部分にいわゆるＲ加工が施されていると共に、作業時の安全性等を考慮して、角
部分に面取り加工が施されていてもよい。
【００３７】
　また、埋設型枠材１は、底板部位３に、埋設型枠材１を発泡樹脂ブロック上に固定する
ための棒状の固定部材９（図３）を差し込む、複数の孔４を必要に応じて有している。上
記孔４の数は、複数であればよいが、埋設型枠材１を発泡樹脂ブロック上に安定して固定
することができ、また、軽量盛土の形状（曲線部分、傾斜部分等）に対応するために現場
で加工することを想定して、３個以上が好ましく、５個以上がより好ましく、１０個程度
が最適である。底板部位３における上記孔４の配置は、図１の（ａ）に示すように、埋設
型枠材１の長さ方向において対称となる位置が好ましい。図１は、孔４が１０個の場合の
配置の一例である。上記孔４の径は、固定部材９の径に応じて設定すればよく、特に限定
されるものではないが、６ｍｍ～１５ｍｍ程度が好適である。
【００３８】
　尚、埋設型枠材１は、底板部位３に孔４を有していなくてもよい。埋設型枠材１が底板
部位３に孔４を有していない場合には、当該埋設型枠材１は、底板部位３の先端部分をＬ
字形状の固定部材で押さえて発泡樹脂ブロック上に固定すればよい。
【００３９】
　〔固定部材〕
　図３に示すように、埋設型枠材１は、固定部材９を、底板部位３の孔４に挿入して発泡
樹脂ブロック１０に突き刺すことにより、発泡樹脂ブロック１０上に固定される。上記棒
状の固定部材９は、発泡樹脂ブロック１０に突き刺し易いように一方の先端部が尖ってお
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り、他方の先端部が埋設型枠材１を押さえることができるように膨らんでいる。より好ま
しくは、上記棒状の固定部材９は、上記他方の先端部が曲がったＬ字形状である。固定部
材９の材質としては、鋼材が好適である。固定部材９の長さ（孔４に挿入される長さ）は
、一つの埋設型枠材１を固定する固定部材９の本数にもよるが、１５０ｍｍ～３００ｍｍ
であり、２００ｍｍ程度が好適である。或いは、コンクリート床版の厚さと同等の長さか
ら、２倍程度の長さが好適である。固定部材９の断面形状は、丸形、或いは三角形、正方
形、六角形等の多角形が挙げられるが、特に限定されるものではない。固定部材９の径（
断面形状が丸形である場合には直径、多角形である場合には最大径）は、発泡樹脂ブロッ
ク１０に突き刺した状態での引抜抵抗や剪断抵抗を得るために、６ｍｍ以上であることが
好ましい。上記径が６ｍｍ未満であると、固定に用いる固定部材９の本数（および孔４の
個数）を極端に多くする必要が生じる。
【００４０】
　上記固定部材９の本数は、複数本であればよいが、埋設型枠材１を発泡樹脂ブロック上
に安定して固定することができるように、２本以上が好ましく、３本以上がより好ましく
、５本程度が最適である。従って、埋設型枠材１の底板部位３に設けられる複数の孔４の
全てに固定部材９が挿入されるのではなく、固定部材９は、埋設型枠材１を発泡樹脂ブロ
ック上に安定して固定することができるように、複数設けられた孔４のうち、固定に好適
な孔４を選択して挿入される。
【００４１】
　〔発泡樹脂ブロック〕
　図２，３に示すように、発泡樹脂ブロック１０は、同体積の土砂の１／１００程度の重
量の、発泡スチロール（発泡ポリスチレン）製のブロック（ＥＰＳブロックとも称される
）であり、多数積み上げることにより、盛土を形成することができるようになっている。
尚、図２では、発泡樹脂ブロック１０として、壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体と
なる）発泡樹脂ブロックを例に挙げている。また、発泡樹脂ブロック１０は、例えば２０
００×１０００×５００ｍｍ等の種々の寸法の規格品として市販されている。発泡樹脂ブ
ロック１０は、人力で容易に運搬および施工することができる。
【００４２】
　〔壁面材〕
　図２，３に示すように、壁面材２０は、発泡樹脂ブロック１０の壁面側に固定される平
板状の部材であり、軽量盛土の耐久性および耐候性を高める機能を有している。壁面材２
０の材質としては、高強度が要求されるので、繊維強化コンクリートが好適である。壁面
材２０は、工場で生産することができる。つまり、壁面材２０は、軽量盛土の構築時に作
製する必要は無く、予め生産しておく（プレキャスト製品として用意しておく）ことがで
きる。そして、壁面材２０は、工場で生産することができるので、壁面側に意匠を容易に
形成することができる。
【００４３】
　〔軽量盛土の構築方法〕
　本発明の実施の一形態に係る軽量盛土の構築方法は、図２，３に示すように、発泡樹脂
ブロック１０上にコンクリート床版１２を形成する工程を含む軽量盛土の構築方法であっ
て、埋設型枠材１を、発泡樹脂ブロック１０上に固定した後、立設部位２の高さに等しい
厚さとなるようにコンクリートを打設する方法である。以下、軽量盛土の構築方法の一工
程を順に説明する。
【００４４】
　先ず、発泡樹脂ブロック１０を水平に並べることができるように、軽量盛土を構築する
地面等の基礎を整地する（整地工程）。
【００４５】
　次に、図２に示すように、整地した基礎に発泡樹脂ブロック１０を隙間無く水平に並べ
ると共に、高さ３ｍを超える軽量盛土を構築する場合には、積み上げ高さが３ｍになるま
で発泡樹脂ブロック１０を積み上げる（ブロック積上工程）。発泡樹脂ブロック１０同士
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は、互いにずれないように、緊結金具１１（図２では簡略化のため、一つだけを記載して
いる）を用いて互いに連結することによって固定する。また、発泡樹脂ブロック１０と地
面（傾斜面）等の基礎との隙間を埋めるために、裏込材１３を充填する。
【００４６】
　発泡樹脂ブロック１０の積み上げ高さが３ｍに達すると、図３に示すように、壁面側に
おける最上段の発泡樹脂ブロック１０の上に、埋設型枠材１を、固定部材９を用いて固定
する（埋設型枠材固定工程）。即ち、埋設型枠材１を、その孔４に固定部材９を差し込む
ことによって発泡樹脂ブロック１０上に固定する。埋設型枠材１の立設部位２は構築後の
軽量盛土において露出するので、埋設型枠材１は、壁面材２０と壁面側において面一とな
るように、発泡樹脂ブロック１０の壁面側にはみ出すようにして固定する。また、固定時
には、発泡樹脂ブロック１０上に緩衝材１４を設置した後、埋設型枠材１を設置する。緩
衝材１４は、いわゆるパッキンとしての機能を備え、コンクリートを打設したときの、い
わゆるノロ漏れを防止する。また、積み上げた発泡樹脂ブロック１０同士で段差が生じて
、埋設型枠材１と発泡樹脂ブロック１０との間に隙間が生じる場合には、緩衝材１４は、
上記段差を埋めるための充填材としても機能する。尚、ノロ漏れが問題にならない場合や
、積み上げた発泡樹脂ブロック１０同士で段差が生じない場合には、緩衝材１４を省略す
ることもできる。また、予め、埋設型枠材１の下に緩衝材１４を固定しておくこともでき
る。
【００４７】
　埋設型枠材１は人力で容易に運搬および施工することができるので、重機を用いる必要
が無い。そして、重機を用いる必要が無いので、クレーン操作や玉掛け等の特殊技能を有
する作業員（熟練工員）を特に必要としない。また、重機が入ることが困難な現場でも軽
量盛土の構築作業ができる。
【００４８】
　次いで、図３に示すように、最上段の発泡樹脂ブロック１０の上に、コンクリート床版
１２の補強部材である鉄筋金網１５を配置する。即ち、配筋を行う（配筋工程）。配筋は
、鉄筋かぶりを考慮して、発泡樹脂ブロック１０の上に数十ｍｍ、例えば４０ｍｍの台（
図示しない）を複数、規則的に配置し、その上に鉄筋金網１５を載置することによって行
う。埋設型枠材１は発泡樹脂ブロック１０に固定されており、埋設型枠材１と鉄筋金網１
５とを結合させる必要は無い。
【００４９】
　続いて、図３に示すように、埋設型枠材１の立設部位２の高さｈに等しい高さとなるま
でコンクリートを打設し、硬化させる（養生する）ことにより、コンクリート床版１２を
形成する（床版形成工程）。埋設型枠材１は、打設したコンクリートと一体化する。つま
り、埋設型枠材１は、コンクリート床版１２と一体化する。埋設型枠材１の立設部位２は
、コンクリート床版１２の厚さに等しい高さを有しており、コンクリートを打設するとき
の目安となるので、厚さ１５０ｍｍのコンクリート床版を速く確実に形成することができ
る。それゆえ、作業を効率的に行うことができる。
【００５０】
　図２は、発泡樹脂ブロック１０を３ｍの高さに積み上げることによって軽量盛土を構築
する場合を示している。発泡樹脂ブロック１０を３ｍの高さに積み上げることによって軽
量盛土を構築する場合には、基礎砕石層および敷砂層を形成して水平にした地面等の基礎
の上に、発泡樹脂ブロック１０を３ｍの高さになるまで隙間無く水平に並べると共に積み
上げるブロック積上工程を行う。次いで、上述した埋設型枠材固定工程、配筋工程、およ
び床版形成工程を行い、コンクリート床版１２を形成する。
【００５１】
　図５は、発泡樹脂ブロック１０を９ｍの高さに積み上げることによって軽量盛土を構築
する場合を示している。発泡樹脂ブロック１０を３ｍよりも高く積み上げることによって
軽量盛土を構築する場合には、先ず、基礎砕石層および敷砂層を形成して水平にした地面
等の基礎の上に、発泡樹脂ブロック１０を３ｍの高さになるまで隙間無く水平に並べると
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共に積み上げるブロック積上工程を行う。次いで、上述した埋設型枠材固定工程、配筋工
程、および床版形成工程を行い、中間コンクリート床版となるコンクリート床版１２を形
成する。続いて、当該コンクリート床版１２の上に、同様にして、上述したブロック積上
工程、埋設型枠材固定工程、配筋工程、および床版形成工程を行い、これら工程を軽量盛
土が必要とする高さとなるまで繰り返す（図５では二回繰り返している）。そして、最上
部に、上部コンクリート床版となるコンクリート床版１２を形成する。
【００５２】
　その後、図２，３に示すように、発泡樹脂ブロック１０の壁面側に壁面材２０を固定す
る（壁面材固定工程）。壁面材２０同士の繋ぎ目は、例えば独立気泡を有する樹脂発泡体
等の、止水性、伸縮性および耐候性を有する目地材で埋めて目張りを行う。埋設型枠材１
の壁面には壁面材２０は固定しない。従って、埋設型枠材１の立設部位２は、構築後の軽
量盛土において露出している。尚、埋設型枠材１と壁面材２０との間に生じる隙間には、
止水性を有する充填材２１を充填する。
【００５３】
　次いで、図３に示すように、例えば軽量盛土の上に道路を建設する場合には、縁石とな
るコンクリートブロック３１、路面となるアスファルト３２等を設ける。
【００５４】
　これにより、軽量盛土が構築される。本発明の実施の一形態に係る軽量盛土の構築方法
は、埋設型枠材を用いるので、型枠を簡便に設置することができ、型枠を組むための足場
が不要である。また、埋設型枠材はコンクリート床版と一体化するので、発泡樹脂ブロッ
ク上の全面に、埋設型枠材と一体となったコンクリート床版を設置することができる。さ
らに、従来の施工法と比較して、コンクリート床版を速く確実に形成することができる。
その上、型枠を解体する必要が無いので、軽量盛土の構築作業が簡略化されると共に、型
枠に係る廃棄物の発生が無い。また、型枠を組むための足場を組む必要も無い。
【００５５】
　それゆえ、壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体となる）盛土構築用のブロックにも
対応可能で、コンクリート床版の型枠の設置に掛かる手間を軽減することができる軽量盛
土の構築方法を提供することができる。即ち、施工性に優れ、工期の短縮およびコスト低
減を行うことができる軽量盛土の構築方法を提供することができる。
【００５６】
　次に、軽量盛土の構築方法の他の工程を以下に説明する。
【００５７】
　発泡樹脂ブロック１０が、壁面材を直接設置可能な（壁面材と一体となる）盛土構築用
のブロックではない（壁面部を形成するためのＨ型鋼を用いる必要がある）場合には、図
４に示すように、発泡樹脂ブロック１０の壁面側に壁面部を形成するＨ型鋼３０を打ち込
んだ後、上述したブロック積上工程、埋設型枠材固定工程、配筋工程、および床版形成工
程を行う。但し、埋設型枠材１は構築後の軽量盛土において露出しないので、埋設型枠材
１は、発泡樹脂ブロック１０と壁面側において面一となるように、発泡樹脂ブロック１０
上に固定する。
【００５８】
　その後、Ｈ型鋼３０の壁面側に壁面材２０を固定する（壁面材固定工程）。壁面材２０
同士の繋ぎ目は、止水性を有する目地材で埋めて目張りを行う。
【００５９】
　発泡樹脂ブロック１０の不陸（積み上げられた発泡樹脂ブロック１０のがたつき）が生
じて、互いに隣り合う埋設型枠材１間で段差が生じた場合には、開いた繋ぎ目（目地）を
テープ等の補強材で塞ぎ、ワニ玉クリップ等の金具を用いて滑らかな段差となるように補
正してもよい。
【００６０】
　本発明の実施の一形態に係る軽量盛土の構築方法は、埋設型枠材１を、固定部材９を用
いて発泡樹脂ブロック１０の上に固定する。それゆえ、軽量盛土の構築方法の他の工程に
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おいても、上述した軽量盛土の構築方法の一工程と同様に、軽量盛土の構築作業が簡略化
されており、同様の効果を奏する。
【００６１】
　〔軽量盛土構造〕
　本発明の実施の一形態に係る軽量盛土構造は、図２，３に示すように、発泡樹脂ブロッ
ク１０上にコンクリート床版１２が形成された軽量盛土構造であって、埋設型枠材１を備
え、上記埋設型枠材１は、発泡樹脂ブロック１０上に固定されている構成である。
【００６２】
　発明の実施の一形態に係る軽量盛土構造は、上述した埋設型枠材が用いられている。ま
た、発泡樹脂ブロック上の全面に、埋設型枠材と一体となったコンクリート床版が設置さ
れている。
【００６３】
　それゆえ、コンクリート床版の型枠の設置に掛かる手間が軽減された軽量盛土構造を提
供することができる。即ち、施工性に優れ、工期の短縮およびコスト低減を行うことがで
きる軽量盛土構造を提供することができる。
【００６４】
　軽量盛土構造の形態としては、例えば、道路盛土、鉄道盛土、公園盛土、園地盛土、地
滑り地の盛土、既設盛土間の新設盛土、堤防背面の嵩上げ盛土、拡幅盛土、構造物背面盛
土、等の種々の形態を例示することができるものの、これら形態に限定されるものではな
く、一般に軽量盛土構造と称される種々の形態が包含される。
【００６５】
　また、本発明に係る軽量盛土構造は、上述した形態の他に、例えば、堤防背面の嵩上げ
、列車ホーム（プラットホーム）の嵩上げ、倉庫の床の嵩上げ、等の嵩上げ構造として用
いることも可能である。
【００６６】
　即ち、本発明の実施の一形態は、発泡樹脂ブロック１０上にコンクリート床版１２が形
成された嵩上げ構造であって、埋設型枠材１を備え、上記埋設型枠材１は、発泡樹脂ブロ
ック１０上に固定されている嵩上げ構造であってもよい。
【００６７】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明に係る軽量盛土の構築方法は、例えば、道路盛土、鉄道盛土、公園盛土、園地盛
土、地滑り地の盛土、既設盛土間の新設盛土、堤防背面の嵩上げ盛土、拡幅盛土、構造物
背面盛土、等の種々の軽量盛土構造の構築に好適に用いられる。
【符号の説明】
【００６９】
　　１　埋設型枠材
　　２　立設部位
　　３　底板部位
　　４　孔
　　９　固定部材
　１０　発泡樹脂ブロック
　１１　緊結金具
　１２　コンクリート床版
　１３　裏込材
　１４　緩衝材
　１５　鉄筋金網
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　２０　壁面材
　２１　充填材
　３０　Ｈ型鋼
　　ｈ　立設部位の高さ
　　ｌ　埋設型枠材の長さ
　　ｔ　底板部位の平均厚さ
　　ｗ　底板部位の幅

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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