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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　法面(1)に縦梁鉄筋(2)と横梁鉄筋(3)を設置して複数のマス目(4)を形成し、そのマス目
の上部両角部(C)に斜鉄筋(5)を取り付けると共にマス目(4)の上部中央に間隔保持部材(6)
を取り付け、あらかじめ製造したアーチ形保型鉄筋(71)とその内側に沿わせた固定した帯
形金網(72)から成るアーチ型枠体(7)をマス目(4)内にはめ込んで横梁鉄筋(3)と斜鉄筋(5)
及び縦梁鉄筋(2)に近接するように配置し、アーチ型枠体(7)の天端部(7′)を横梁鉄筋上
部の間隔保持部材(6)に、且つアーチ型枠体(7)の左右円弧の一部を斜鉄筋(5)に、さらに
保型鉄筋(71)の脚部(71′)を縦梁鉄筋(2)に結束部材(10)で取り付けて帯形金網(72)が縦
横の梁鉄筋(2)・(3)に直接触れないように間隔を保持して設置し、且つアーチ型枠体(7)
の脚部(71′)に連続する左右両側の縦型枠体(8)を縦梁鉄筋(2)に、且つ当該型枠体の下端
部に接して底枠体(9)を横梁鉄筋(3)に金属軸を曲成した間隔保持具(11)を介して適宜の間
隔を保持しながら結束部材(10)で取り付けた後、コンクリート吹付材を縦梁鉄筋(2)・横
梁鉄筋(3)の中に吹付工によって吹き付け、吹付後の法枠(N)の表面を平滑に仕上げたこと
を特徴とする法面の安定と快適景観創出のためのアーチ形法枠構造物施工方法。
【請求項２】
　マス目(4)の内部にウォールプランター(P)、グリーンポケット(G)などの工法で植栽し
て緑化する請求項１記載の法面の安定と快適景観創出のためのアーチ形法枠構造物施工方
法。
【請求項３】
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　複数本の鋼線を所定の半径で半円形部を有し、且つ脚部(71′)を多少末拡がりに成形し
たアーチ形保型鉄筋(71)と、その鉄筋の半円形部の内側に帯形金網(72)を沿わせて固定し
て成るアーチ型枠体(7)を、縦梁鉄筋(2)と横梁鉄筋(3)で成形したマス目(4)内にはめ込ん
だときにアーチ型枠体の半円形部の一部が接する斜鉄筋(5)をマス目(4)の上部両角部(C)
において横梁鉄筋(3)に結束部材(10)で取り付けることを特徴とする法面の安定と快適景
観創出のためのアーチ形法枠構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、法面の安定と快適景観創出のためのアーチ形法枠構造物施工方法及びそのア
ーチ形法枠構造物に関するもので、作業の安全性、構造部分設計や施工の柔軟性、簡便性
を工夫し、工法利用の普及を図り、広く快適環境を実現させることにより、社会に貢献す
ることを目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、コンクリート壁面や自然斜面を含む法面（以下、単に「法面」という）の風化
や崩壊防止のためにコンクリートを一面に吹付け、あるいは枠を格子状にはりめぐらし、
法面の安定を図り、梁の内包する部分の緑化を実現する工法は、既に多くの施工例がある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これまでの方法は、無機質で排他的かつ直線的な印象が強く、緑化は草本類、あるいは
特定な樹木の単純な植生で補い、自然の多様性とは程遠いものであり、周辺の自然景観に
違和感があり、住む者、利用者にとって快適な環境ではなかった。
【０００４】
　上記の法面は、国民生活に密着している道路や諸施設の安全を守る重要な役割を担って
いる。また、一方これらの法面は、青少年の心を育む故郷の風景であり、観光地では観光
施設の借景や観光旅行などと深く関わる、重要な景観を構成する位置にある。そのため安
全に対する機能とともに、多様な緑化を可能にすることも必要であり、環境保護や景観の
創出には、高度で美的な配慮が望まれる。
【特許文献１】特開平０８－１５１６４７号（特許第２８９０１０１号）
【特許文献２】特開２００１－１１８７２号　当社は、この社会的な必要性を鑑み本願出
願人が開発し、「既設のコンクリート修景擁壁の施工方法及び既設コンクリート修景擁壁
（特許文献１、特許文献２）」として世に提供している。
【０００５】
　本発明は、上記特許文献１及び２の特許の長所をそのまま活用し、作業の安全性、アー
チ分設計や施工の柔軟性、簡便性を工夫し、工法利用の普及を図り、広く快適環境を実現
させることにより、社会に貢献することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１は、アーチ形法枠構造物施工方法において、法面に縦梁鉄筋と横梁鉄筋を
設置して複数のマス目を形成し、そのマス目の上部両角部に斜鉄筋を取り付けると共にマ
ス目の上部中央に間隔保持部材を取り付け、あらかじめ製造したアーチ形保型鉄筋とその
内側に沿わせた固定した帯形金網から成るアーチ型枠体をマス目内にはめ込んで横梁鉄筋
と斜鉄筋及び縦梁鉄筋に近接するように配置し、アーチ型枠体の天端部を横梁鉄筋上部の
間隔保持部材に、且つアーチ型枠体の左右円弧の一部を斜鉄筋に、さらに保型鉄筋の脚部
を縦梁鉄筋に結束部材で取り付けて帯形金網が縦横の梁鉄筋に直接触れないように間隔を
保持して設置し、且つアーチ型枠体の脚部に連続する左右両側の縦型枠体を縦梁鉄筋に、
且つ当該型枠体の下端部に接して底枠体を横梁鉄筋に金属軸を曲成した間隔保持具を介し
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て適宜の間隔を保持しながら結束部材で取り付けた後、コンクリート吹付材を縦梁鉄筋・
横梁鉄筋の中に吹付工によって吹き付け、吹付後の法枠の表面を平滑に仕上げたものであ
る。
【０００７】
　本発明の第２は、第1の発明に係る法面の安定と快適景観創出のためのアーチ形法枠構
造物施工方法において、マス目の内部にウォールプランター、グリーンポケットなどの工
法で植栽して緑化するようにしたものである。
【０００８】
　本発明の第３は、法面の安定と快適景観創出のためのアーチ形法枠構造物において、複
数本の鋼線を所定の半径で半円形部を有し、且つ脚部を多少末拡がりに成形したアーチ形
保型鉄筋と、その鉄筋の半円形部の内側に帯形金網を沿わせて固定して成るアーチ型枠体
を、縦梁鉄筋と横梁鉄筋で成形したマス目内にはめ込んだときにアーチ型枠体の半円形部
の一部が接する斜鉄筋をマス目の上部両角部において横梁鉄筋に結束部材で取り付けるよ
うにしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は上記の構成であるから、次のような効果がある。すなわち、第１に、アーチ型
枠体が金網で成形されているから、従前の金属製パネルに比べて遙かに軽量化され、法面
における何度も往復する設置作業が安全である。第２に型枠体は縦梁鉄筋と横梁鉄筋に取
り付けたままコンクリート吹付工によって法枠構造物を成形するので、アーチ法枠の補強
効果が向上すると共に、脱枠の作業が不要になることにより、アーチ型枠体が軽量化され
たとはいえ、脱枠時の危険が解消される。第３にアーチ型枠体左右の縦型枠体、底型枠体
がそれぞれ金網体で構成されると共に且つ分離しているから、法面への設置時作業がきわ
めて安全に行うことができる。
　第4に、アーチ型枠体及び左右の縦型枠体と底型枠体がいずれも縦横の梁鉄筋に直接に
は触れずに適当な間隔を有しているためコンクリート材の吹き付け効率が良く且つ各型枠
体の帯形金網によってコンクリート材の吹付け時の食い付きが良好であると共に補強度が
向上する。
　第５に左右の縦型枠体と縦梁鉄筋との間及び底型枠体と横梁鉄筋とを金属軸を曲成した
独創的な間隔保持具によって直接触れないように間隔を保持したので、縦横の梁鉄筋の組
立設置がし易く、且つコンクリー材を吹き付けたときに均一に充填され空隙などができる
恐れがなくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を実施するに当たり最良の形態は次の通りである。
　法面に縦梁鉄筋と横梁鉄筋を組み合わせて設置することにより縦長矩形のマス目を形成
し、そのマス目の上部両角部に斜鉄筋を取り付けてある。
　次に、マス目の上部中央に間隔保持部材を取り付け、あらかじめ工場生産で加工したア
ーチ形補強鉄筋とその内側に沿って固定した帯形金網から成るアーチ型枠体をマス目内に
はめ込んで縦梁鉄筋・横梁鉄筋、斜鉄筋に沿うように設置してある。
【００１１】
　アーチ型枠体の天端部を上部横梁鉄筋の間隔保持部材に、左右円弧部の一部を斜鉄筋に
、アーチ型枠体保型鉄筋の脚部をアーチ型枠体の帯形金網が直接縦梁鉄筋に触れないよう
にしながら当該縦梁鉄筋にそれぞれ結束線によって結束固定してある。
　アーチ型枠体の下部に連続する縦型枠体を横梁鉄筋に取り付けると共に、且つ左右の縦
型枠体の下部に接して底型枠体を結束部材によってそれぞれ連結した後、コンクリート吹
付材を縦梁鉄筋・横梁鉄筋の中に吹付け工法によって吹き付けを行う。そして、コンクリ
ート材吹付後の法枠表面を鏝などの左官工具で平滑に仕上げてある。
　法枠マス目の内部にウォールプランター工法、グリーンポケット工法等などで緑化する
ようにしてある。
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【実施例】
【００１２】
　次に本発明の実施例を図面に基づいて説明する。１は法面、２は縦梁鉄筋、３は横梁鉄
筋であり、縦梁鉄筋２と組み合わせて法面に設置してある。前記の縦横の梁鉄筋２・３は
1列当たりの配筋は４本となっている。４は前記の縦梁鉄筋２と横梁鉄筋３の組み合わせ
によって複数成形された矩形のマス目、５はアーチ型枠を固定するためにマス目４の上部
両角において結束線１０で縦横の梁鉄筋２・３に結束した斜鉄筋、６はマス目上部の横梁
鉄筋３の中央に取り付けたL字形の間隔保持部材、７はアーチ型枠体であり、所定半径（
例えば約１ｍ）の半円形に成形した長さ３．５ｍ、直径９ｍｍ前後の保型鉄筋７1と、線
径２～３ｍｍで且つ設置条件によって長さ３ｍ前後、横幅１００～５００ｍｍ程度とする
金網体７2からなり、当該保型鉄筋の内側に帯形の金網７2を沿わせて溶接してある。前記
の保型鉄筋は、帯形金網に代わるものとして穴あき鉄板又はエキスバンドメタルを用いる
ことができる。８はアーチ形の保型鉄筋７1の左右脚部７1′に継ぎ足して連続する縦型枠
体、９は左右の縦型枠体８の下端部を接続する底型枠体である。前記の縦型枠体８と底型
枠体９はアーチ型枠体７と同様に２本を可とする直線状の保型鉄筋７1の内側に帯形金網
７2を沿わせて溶接してある。図中１０は結束線又は公知の挟持具（図示省略）等の結束
部材、１１は縦梁鉄筋２と縦型枠体8の間及び横梁鉄筋３と底型枠体９の間の介在させる
金属軸を曲成した間隔保持具である。当該間隔保持具の構成は、図１０及び図１１に示す
ように、Ｌ字体１１1の底辺先端に立ち上がり部１１2を成形し、Ｌ字体頂部に逆L字体を
形成する横辺部１１3と縦辺部１１4を一体成形してある。１２は互いに向き合わせた左右
一対の間隔保持具１１を結合した連結横軸、１３は連結軸１２を介して間隔保持具１２を
支持するアンカーピンであり、法面１に打ち込んである。
　　「具体的な施工工程」
【００１３】
（１）　アーチ型枠体７をあらかじめ製造工場などで加工しておく。加工に当たって、ア
ーチ型枠を成形する保型鉄筋７1の脚部７1′を多少末拡がりに成形しておき、帯形金網７

2との溶接は保型鉄筋７1の天端部とその左右に振り分けて５個所位とするが、帯形金網７

2の両端近傍（約５ｃｍ）は溶接せずにフリーにしておく。これは設置場所が必ずしもマ
ス目４の横幅が均等にならない場合があり、保型鉄筋７1の脚部７1′を狭めたり逆に拡げ
たりしてマス目４内に収納できるように調節可能にしておく必要があることによる。
（２）　法面１に設置個所の測量調査を行い、必要な梁の規模を決定して縦横にマーキン
グＭ・Ｍ′をする（図３）。
（３）　設置個所に縦梁鉄筋２と横梁鉄筋３を組み合わせて設置し、アンカーピン１３を
打ち込み、間隔保持具１１を介して結束部材１０で固定してマス目４を成形する（図４）
。
（４）　縦梁鉄筋２と横梁鉄筋３の上部に結束部材１０で結束して固定する。同様に横梁
鉄筋３の上部の中央部にＬ字形の間隔保持部材６を結束部材１０で結束して取り付ける(
図３)。
（５）　(a) アーチ型枠体７をマス目４の中にはめ込む。このとき、帯形金網７2が縦梁
鉄筋２と横張鉄筋３に接触しないように間隔保持部材６・間隔保持具１１を介在させてフ
リーな左右の下端部位を保型鉄筋７1に結束する。(b) アーチ型枠体７の天端部７′と間
隔保持部材６を結束部材１０で結束する。(c) アーチ型枠体７を左右の円弧部を斜鉄筋５
に結束部材１０で結束する。(d) アーチ型枠体７の保型鉄筋７1の脚部７1′を縦梁鉄筋２
に結束部材１０で結束する。(e) 縦型枠体８をマス目４内の左右に配置すると共に、当該
上部をアーチ型枠体の保型鉄筋７1の脚端部に継ぎ足すようにして接続させる。このとき
、間隔保持具１１を介在させて当該縦型枠体と縦梁鉄筋２が直接には接触しないように間
隔保持具１１で適宜の間隔が保持されている。(f) 底型枠体9をマス目４内にはめ込んで
左右両側の縦型枠体８の下端部に接続して横梁鉄筋３の下部に間隔保持具１１を介して結
束部材１０で結束すると共に、間隔保持具１１を介在させることによって当該縦型枠体と
縦梁鉄筋２が直接には接触しないように間隔が保持されている。これによって各型枠体の
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（６）　各型枠体７・８・９の設置完了後、吹付工法によって、コンクリート材を縦梁鉄
筋２と横梁鉄筋３の中に吹き付ける。このとき、マス目4にはシートを張って当該マス内
に吹付材が飛散しないようにしておく。コンクリート材吹付け後に各型枠体７・８・９の
帯形金網の網目から外部にはみ出た分を鏝などで平滑に仕上げることにより、コンクリー
ト用型枠を用いなくても、アーチ形状を有した法枠構造物Ｎを成形できる(図８～図１２)
。また、必要に応じて煉瓦模様、石積み模様に仕上げてアーチ形状を有した法枠構造物を
完成させる。
（７）　法枠構造物Ｎの法枠マスＢ内には、ウオールポケットＰの工法又はグリーンポケ
ットＧの工法で植栽を施して緑化を図る（図１４）。前記ウェールポケットの工法として
は、例えば法枠マスＢの下部にリブネット体を渡架してその内側の横長収容部に客土を詰
めて植栽を行う（特許第3703611号）。またグリーンポケット工法としては、法枠マスＢ
の中における法面にネット体を張設し、その内側に箱形スペーサをを介して客土袋を収容
してその客土袋に植栽を行う（特許第3703604号）工法がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係るアーチ形梁構造施工に用いるアーチ型枠体の分解斜視図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】図３から図８は本発明に係るアーチ形梁構造施工の工程図であり、図３は施工前
の法面の正面図である。
【図４】縦梁鉄筋と横梁鉄筋の組み合わせ設置して複数のマス目を設けた正面図である。
【図５】マス目にアーチ型枠体取付用斜鉄筋を取り付けた正面図である。
【図６】マス目内にアーチ型枠体・左右縦型枠体・底型枠体を収納設置した拡大正面図で
ある。
【図７】アーチ型枠体の頭部と横梁鉄筋との間隔保持具の斜視図である。
【図８】縦梁鉄筋と横梁鉄筋の中にコンクリートを吹付けて法枠構造物を成形した正面図
である。
【図９】図８の９－９線に沿う拡大断面図である。
【図１０】図８の１０－１０線に沿う拡大断面図である。
【図１１】図１０の拡大斜視図である。
【図１２】アーチ型のコンクリート法枠の斜視図である。
【図１３】アーチ形法枠構造物を多段に設けた正面図である。
【図１４】構造物の法枠内に植栽を施した正面図である。
【符号の説明】
【００１５】
　　　１……法面
　　　２……縦梁鉄筋
　　　３……横梁鉄筋
　　　４……マス目
　　　５……斜鉄筋
　　　６……間隔保持部材
　　　７……アーチ型枠体
　　　８……縦型枠体
　　　９……底型枠体
　　１０……結束部材
　　１１……間隔保持具
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