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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一形状の複数個のブロックを互いに略Ｔ字状に突き合わせて配設し、相互のブロック
間に矩形状の植栽用スペースを形成する緑化舗装用ブロックであって、
　直方体形状のブロック本体の長辺方向の側面には、他のブロックの側面に当接してブロ
ック同士の間の目地幅を確保する複数本の目地用突部が備えられ、
　前記目地用突部は、前記側面の高さ方向に延びる突条であり、上端がブロック本体の天
端よりも下方にあり、反対側の側面の目地用突部とは異なる位置に配設され、
　さらに、ブロック本体の端面には、前記目地用突部と同形状の突条である１本の係合突
部が、当該端面の中間位置より左右方向のいずれか一方に少しずらして備えられているの
に対し、
　前記側面には、中間位置より左右方向のいずれか他方に少しずらした位置に、前記端面
の係合突部の幅形状に対応する間隔を設けて２本の係合突部が備えられて、
　前記側面の係合突部同士の間に、他のブロックの端面の係合突部が係合するように突き
合わせて配置することにより、前記植栽用スペースを形成しうることを特徴とする緑化舗
装用ブロック。
【請求項２】
　同一形状の複数個のブロックを互いに略Ｔ字状に突き合わせて配設し、相互のブロック
間に矩形状の植栽用スペースを形成する緑化舗装用ブロックであって、
　直方体形状のブロック本体の長辺方向の側面には、他のブロックの側面に当接してブロ
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ック同士の間の目地幅を確保する複数本の目地用突部が備えられ、
　前記目地用突部は、前記側面の高さ方向に延びる突条であり、上端がブロック本体の天
端よりも下方にあり、反対側の側面の目地用突部とは異なる位置に配設され、
　さらに、ブロック本体の端面には、前記目地用突部と同形状の突条である係合突部が、
当該端面の両端部にそれぞれ備えられているのに対し、
　前記側面の中間位置には、前記端面の係合突部同士の間に嵌り合う形状で前記目地用突
部よりも幅広の係合突部が備えられて、
　前記端面の係合突部同士の間に、他のブロックの側面の係合突部が係合するように突き
合わせて配置することにより、前記植栽用スペースを形成しうることを特徴とする緑化舗
装用ブロック。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の緑化舗装用ブロックであって、
　前記ブロック本体は内部に空隙を備えて透水性を有することを特徴とする緑化舗装用ブ
ロック。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つの請求項に記載の緑化舗装用ブロックであって、
　前記ブロック本体は、短辺方向の長さＷに対する長辺方向の長さＬの比率が４．５以上
であることを特徴とする緑化舗装用ブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物周囲の敷地内や駐車場などに植生を可能にするための緑化舗装用ブロッ
ク構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、歩道や広場などの舗装を行う場合、従来のアスファルト材による舗装をやめ、コ
ンクリートブロックや煉瓦、自然石等の各種舗装用ブロックを舗装材として使用すること
が好まれるようになってきている。さらには、環境問題に配慮して都市の緑化を促進する
ことで環境改善を行う試みがなされるようになっており、舗装された路面にも芝を植生す
るなどして路面緑化することが進められている。このような緑化路面を施工する方法とし
ては、砂またはモルタル等の下地材の上に、インタロッキングブロック、平板、レンガブ
ロック、舗装用ブロックなどを均等間隔に配置し、所定幅で形成した目地部に客土を充填
し、芝草を植え付けることがなされていた。
【０００３】
　従来の緑化鋪装用のブロックとしては、例えば、特許文献１、２等に記載されているよ
うな構造のものが提案されている。この種のブロックは、地面に敷き詰めた状態で芝生等
の緑化植物を植えることができるように構成されている。
【０００４】
　このうち、特許文献１に開示された緑化舗装用ブロックでは、中心部に貫通孔のある直
方体状の本体部に、突合せ突起が側面に２個ずつ、上面の四隅に１個ずつ突設されて形成
されている。そして、上面の突合せ突起が地面と面一になる状態にして地中に埋め込み、
各突合せ突起により区画された部分に芝を植えられるようになっている。
【０００５】
　また、特許文献２に開示された緑化舗装方法は、直方体状のブロックを、舗装用スペー
サを介して所定間隔で配置し、このブロック間に植生土を充填するとともに、芝を植え付
けて緑化するものである。舗装用スペーサは、ベース板に上方へ突出したスペーサが設け
られており、ベース板上にブロックを敷設し、スペーサ間に植生土を充填するように構成
されている。
【０００６】
　また、特許文献３に開示されたブロックは、長方形のブロック本体の長手方向両端下部
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に突起部が延設されており、下面に設けられた凹部に、他のブロック端部の突起部を嵌め
込んで、正方形状の植栽ホールを形成するように構成されている。
【特許文献１】特開平７－１５０５０５号公報
【特許文献２】特開平１１－１８１７０４号公報
【特許文献３】特開２００３－２５３６０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　緑化舗装用ブロックは、公共施設の敷地内や駐車場等に使用されることが多いという利
用形態から、緑化面積をできるだけ大きく確保できる緑化性に優れたものであることが要
求されるとともに、敷地内を訪れる人々に親しみやすさを与えつつ、車両の頻繁な出入り
にも対応し、車両荷重を支えうる程度の適度な強度を備えていることが要求される。加え
て、ブロックの敷設作業は、１個ずつのブロックを所定間隔の目地幅を確保しながら敷き
詰めていく人手の必要な作業であり、その作業手間を最小限に抑えた施工性の良好なブロ
ックとされることが好ましい。
【０００８】
　これらの課題に対し、前記特許文献１のブロックは、緑化面積を高めることができる構
造であるが、ブロックを突合せることによって形成された凹部に土を載せ、芝を植えるの
で、歩行や車両の走行によって土が流動しやすく、長期間使用するうちに路面に凹凸を生
じ、歩行面の高さが均一でなくなるおそれがあった。このため、植栽土や芝の管理に手間
がかかるという問題点があった。
【０００９】
　また、前記特許文献２のブロックは、ブロックの他に舗装用のスペーサを用意しなけれ
ばならず、その分コストがかさみ、ブロックの敷設作業も手間がかかってしまうという問
題点があった。
【００１０】
　これに対し、前記特許文献３のブロックは、スペーサが必要ないという点で施工作業は
簡便化されるが、ブロック下面に設けられた凹部に他のブロックの端部を嵌め込むとき、
斜めに差し込んで、引きずるようにして押し込まなければならないので、ブロックのエッ
ジ部分で路盤上のクッション砂等の下地材を引き込み、目地が広がって表面に段差が生じ
やすくなる。加えて、このようなブロックの嵌め込み作業によって、ブロックに割れや欠
けが生じやすくなるという施工上の問題点があった。また、かかる形状のブロックは、そ
の成形が困難であり、製造コストがかさむという問題点もあった。
【００１１】
　そこで本発明は、上記のような問題点にかんがみてなされたものであり、植栽の安定性
および施工性に優れ、ブロックの跳ね上がりや横ずれ等を防止するとともに、歩行面の高
さを均一に維持して、駐車場や公園広場、および緊急車両の進入路にも好適に利用するこ
とができる緑化舗装用ブロック、および緑化舗装用ブロックの敷設構造を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記した目的を達成するため、本発明に係る緑化舗装用ブロックは、同一形状の複数個
のブロックを互いに略Ｔ字状に突き合わせて配設し、相互のブロック間に矩形状の植栽用
スペースを形成する緑化舗装用ブロックであって、直方体形状のブロック本体の長辺方向
の側面には、他のブロックの側面に当接してブロック同士の間の目地幅を確保する複数本
の目地用突部が備えられ、前記目地用突部は、前記側面の高さ方向に延びる突条であり、
上端がブロック本体の天端よりも下方にあり、反対側の側面の目地用突部とは異なる位置
に配設され、さらに、ブロック本体の端面には、前記目地用突部と同形状の突条である１
本の係合突部が、当該端面の中間位置より左右方向のいずれか一方に少しずらして備えら
れているのに対し、前記側面には、中間位置より左右方向のいずれか他方に少しずらした
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位置に、前記端面の係合突部の幅形状に対応する間隔を設けて２本の係合突部が備えられ
て、前記側面の係合突部同士の間に、他のブロックの端面の係合突部が係合するように突
き合わせて配置することにより、前記植栽用スペースを形成しうることを特徴としている
。
【００１３】
　ここで、ブロック端面とは、直方体形状のブロック本体の長辺方向の側面と短辺方向の
側面のうち、短辺方向の側面のことをいうものとする。この構成によれば、敷設されるブ
ロックは、側面に形成された目地用突部が隣接して配置されるブロックに当接することに
よって、他のブロックとの間に所定の目地幅を規定するものとなる。そして、ブロック側
面に形成された係合突部と、ブロック端面に形成された係合突部とが互いに係合すること
で、隣接するブロック同士を略Ｔ字状に突合せて配置する場合の位置決めとすることがで
きるとともに、施工中の脱離やずれを防止して安定した配置状態を維持することができる
ようになる。
【００１４】
　また、上記した目的を達成するため、本発明に係る緑化舗装用ブロックは、同一形状の
複数個のブロックを互いに略Ｔ字状に突き合わせて配設し、相互のブロック間に矩形状の
植栽用スペースを形成する緑化舗装用ブロックであって、直方体形状のブロック本体の長
辺方向の側面には、他のブロックの側面に当接してブロック同士の間の目地幅を確保する
複数本の目地用突部が備えられ、前記目地用突部は、前記側面の高さ方向に延びる突条で
あり、上端がブロック本体の天端よりも下方にあり、反対側の側面の目地用突部とは異な
る位置に配設され、さらに、ブロック本体の端面には、前記目地用突部と同形状の突条で
ある係合突部が、当該端面の両端部にそれぞれ備えられているのに対し、前記側面の中間
位置には、前記端面の係合突部同士の間に嵌り合う形状で前記目地用突部よりも幅広の係
合突部が備えられて、前記端面の係合突部同士の間に、他のブロックの側面の係合突部が
係合するように突き合わせて配置することにより、前記植栽用スペースを形成しうること
を特徴とするものであってもよい。
【００１６】
　このような構成とすることにより、シンプルな構造でその成形も行いやすく、容易に係
合させることのできる突部を形成することができる。したがって、製造コストを抑えつつ
施工性の良好なブロックを提供することができる。
【００１７】
　また、本発明の緑化舗装用ブロックにおいて、前記ブロック本体は内部に空隙を備えて
透水性を有する構成であってもよい。このような構成である場合、ブロック本体の透水性
によって、雨水等がブロック本体の表面に溜まるのを防止することができる。
【００１８】
　また、本発明の緑化舗装用ブロックにおいて、前記ブロック本体は、短辺方向の長さＷ
に対する長辺方向の長さＬの比率が４．５以上である構成とされてもよい。これにより、
前記緑化舗装用ブロックを複数個、略Ｔ字状をなすように互いに突き合わせて配設した際
に、相互のブロック間に形成される矩形状の植栽用スペースの一辺の長さが長くなるので
、植栽用スペースを大きく確保することができ、全体に占める緑化率を高めることができ
る。また、ブロックは略四つ目編み状に敷設されるので、美しい外観を呈しつつ、都市の
緑化の促進に貢献することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　上述のように構成される本発明の緑化舗装用ブロックによれば、ブロック側面に形成さ
れた係合突部と、ブロック端面に形成された係合突部とを互いに係合させることで、簡単
な構造で、隣接するブロック同士を略Ｔ字状に突合せて配置する場合の位置決めとするこ
とができるとともに、施工中の脱離や供用後の車両乗り入れによるずれを防止して安定し
た配置状態を維持することができるようになる。
【００２０】
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　また、本発明に係る緑化舗装用ブロックを敷設することにより、路面に芝草の植栽スペ
ースとしうるホールを多数形成することができ、その植栽の安定性および施工性にも優れ
たものとすることができる。さらに、緑化した路面の美観を高めることが可能になる。そ
して、ブロックの跳ね上がりや横ずれ等を防止して、歩行面の高さを均一に維持すること
ができるので、駐車場や公園広場、および緊急車両の進入路にも好適に利用することがき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る緑化舗装用ブロックの実施の形態について説明する。
【００２２】
　本発明の緑化舗装用ブロックは、直方体形状のブロック本体を有し、ブロック本体の側
面に、複数の目地用突部が高さ方向に形成されている。これらの目地用突部は、かかるブ
ロック同士が隣接して配置されたときに、隣接するブロックの側面に当接することによっ
て、ブロック同士の間に所定の目地幅を確保するものである。
【００２３】
　本発明では、これらの目地用突部のうち、ブロック本体の長辺方向の側面の略中間位置
に設けられた目地用突部と、ブロック本体の短辺方向の側面（以下、「端面」という）に
設けられた目地用突部とは、互いに係合しうる形状の係合突部となされている。
【００２４】
　このような構成の緑化舗装用ブロックは、複数個が同形状に形成されて、これらのブロ
ックを互いに略Ｔ字状に突合せて配置されていく。図１は本発明の緑化舗装用ブロックを
用いたブロックの敷設構造を示す平面図である。
【００２５】
　図１を参照しながら説明すると、緑化舗装用ブロック１は、縁石２で区画されたスペー
スの内側に配設され、一方のブロック１の側面のほぼ中間位置に、他方のブロック１の端
面を突合せて配置するとともに、側面の係合突部と端面の係合突部とを係合させるように
して、外観が略四つ目編み状となるように敷設される。
【００２６】
　このように敷設されることで、ブロック１とブロック１との間に所定の目地幅が規定さ
れるとともに、この目地に目地砂等が充填されて目地が形成される。これにより、舗装面
には略四つ目編み状の美しい模様が形成されるとともに、４個のブロック１…１に囲われ
た正方形状のホール１４が多数形成される。
【００２７】
　このように形成されたホール１４には、ブロック１が敷設される場所の用途やデザイン
に応じて、芝草を植生したり、このホール１４の見付寸法とほぼ同寸の装飾用ブロック３
を納めたりして利用することができる。
【００２８】
　このホール１４を、芝草を植生する植栽スペースとして利用する場合には、芝草を植え
る厚さを考慮して各ホール１４に客土を充填し、その上に芝草を張り付ける。このとき、
芝草の高さをブロック１の上面よりも５ｍｍ程度低くなるようにし、ローラー等で締め固
めることが好ましい。また、装飾用ブロック３を納める場合には、ブロック１とその色合
いを変えることによって、より装飾性を高め、美観を向上させることができる。
【００２９】
　かかるブロックの敷設構造により形成される多数のホール１４について、植栽スペース
として利用するホール１４の割合を高めることにより、緑化率を高めることができる。さ
らに、各ホール１４の大きさを大きくすることによっても、全体に占める緑化率を高める
ことができる。ホール１４の大きさを大きくするには、例えば各ブロック１の短辺方向の
長さに対し、長辺方向の長さをより長く形成することによって、ホール１４の一辺の長さ
が長くなるので、植栽スペースを大きくすることが可能になる。
【００３０】



(6) JP 4686282 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

　また、かかる構成の緑化舗装用ブロック１は、ブロック本体の内部に空隙が形成されて
おり、透水性を有するように構成されてもよく、雨水等がブロック表面に溜まるのを防止
することができる。また、ブロック本体に水平方向に貫通した中空部を形成することで、
植生スペースから浸透した雨水を流動させやすくしたり、根張りを許容したりすることが
可能になる。
【００３１】
　このように緑化舗装用ブロック１が敷設されることで容易に植栽スペースを確保するこ
とができ、また、形成された多数のホール１４に芝草を植生することによって、都市の緑
化の促進に貢献することができるとともに、舗装面の放射温度を低下させたり、美観を向
上させたりすることができる。
【００３２】
　また、本発明の緑化舗装用ブロックの敷設構造により、植栽スペースとしうるホール１
４が複数のブロック１に囲われており、そのブロック１が係合突部によって互いに係合し
て安定して配置されているので、施工中の脱離やずれを防止し、施工性にも優れたものと
することができる。また、これにより、ブロック１の跳ね上がりや横ずれ等を防止するこ
とができるので、芝草を安定して植生させることができ、歩行面の高さも均一に維持しや
すくすることができる。
【００３３】
　なお、本発明に係る緑化舗装用ブロック１は、前記説明したような略四つ目編み状に敷
設するだけでなく、芋目地、乱れ目地、または目地の通らないランダムな配置形態で敷設
されてもよく、ブロック本体の目地用突部が目地幅を規定して良好な施工性のもとで配置
することができる。
【実施例１】
【００３４】
　次に、本発明に係る緑化舗装用ブロックの第１の実施例について、図面を参照しつつ説
明する。図２～図５は本発明の実施例１を示し、図２はブロックの上面図、図３はブロッ
クの長辺方向の側面図、図４はブロックの短辺方向の側面図、図５はブロックの敷設例を
部分的に拡大して示す平面図、図６はブロックの敷設例を示す平面図である。
【００３５】
　この緑化舗装用ブロック１は、ブロック本体１０の長辺方向の長さＬが２５５ｍｍ、短
辺方向の長さＷが５５ｍｍ、高さＨが８０ｍｍの直方体形状に形成されている。側面には
、長辺方向および短辺方向ともに、複数の目地用突部１２が形成されている。
【００３６】
　目地用突部１２は、高さ方向に延びる突条となされ、面取りされた丸長形で断面円弧状
に形成されている。また、各目地用突部１２は、上端がブロック本体１０の上面よりもや
や下方に位置するように配設されている。
【００３７】
　また、各側面に設けられた目地用突部１２は、反対側の側面に設けられた目地用突部１
２とは異なる位置に配置されている。例示の形態では、側面に設けられた目地用突部１２
を正面から見たときに、それぞれ端面から１／４程度の距離を隔てた位置のさらに右寄り
に配設されている。
【００３８】
　ブロック本体１０の側面の係合突部１２ａは、所定間隔で形成された一対の突条として
設けられている。この係合突部１２ａは、ブロック本体１０の長辺方向の側面のほぼ中間
位置に配置されている。これを図３を参照しながら説明すると、係合突部１２ａは、中間
位置Ａよりもやや右方向へずれた位置に配置されており、この側面に相対する反対側の側
面においても同様に形成されている。
【００３９】
　これに対し、ブロック本体１０の端面に設けられる係合突部１２ｂは、前記係合突部１
２ａとして形成された一対の突条間に係合しうる幅形状を有して形成されている。すなわ
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ち、この端面には、一対の突条の間の凹部に嵌りうる円弧状の横断面を有する突条が設け
られている。
【００４０】
　図２を参照しながら説明すると、この係合突部１２ｂは、ブロック本体１０の端面の中
間位置Ｂよりもやや左方向へずれた位置に配置されている。これは、端面の係合突部１２
ｂと、側面の係合突部１２ａとが互いに係合するので、これらを係合させたときにブロッ
ク同士の軸が重なり合うように意図されたものである。係合突部１２ａは、この端面に相
対する反対側の端面においても同様に形成されている。
【００４１】
　かかる目地用突部１２は、長辺方向の側面には係合突部１２ａを含めそれぞれ６本ずつ
設けられ、端面には係合突部１２ｂが１本ずつ設けられている。これにより、図５に示す
ように複数のブロック１を互いに略Ｔ字状に突合せて配置させることにより、全体として
、隣接するブロック１同士の外観が略四つ目編み状に敷設されて、所定の目地幅を規定す
ることができる。また、このように敷設することにより、これらのブロック１に囲われて
植栽スペースとなりうる矩形状のホール１４を多数形成することができる（図１参照）。
【００４２】
　また、図６に示すように、ブロック１を略四つ目編み状に敷設し、形成されたホール１
４に、ホール１４の見付寸法とほぼ同寸の装飾用ブロック３を嵌め込んで利用することも
できる。例示の形態では、装飾用ブロック３には各側面に中間位置よりもややずれた位置
に目地用突部３１が形成されている。この目地用突部３１は、ブロック１の目地用突部１
２とほぼ同様の形状で形成されるが、このように略四つ目編み状に敷設されたとき、互い
に重なり合わない位置に配置されることになるので、一側面につき２点で当接することに
なり、安定して敷設することができるとともに、一定の目地幅を容易に形成することがで
きる。
【００４３】
　さらに、前記のように緑化舗装用ブロック１は、係合突部１２ａ，１２ｂが中間位置Ａ
，Ｂよりもややずれた位置に配置され、また目地用突部１２が反対側の側面に設けられた
目地用突部１２とは異なる位置に配置されている。これにより、ブロック１の長さ方向を
揃えるようにして並べ、側面同士を当接させた状態で梱包するとき、隣接するブロック１
の目地用突部１２や、係合突部１２ａがぶつかり合うことがなく、納まりよく梱包するこ
とができる。
【００４４】
　また、かかるブロック１の構成により、前記略四つ目編み状に敷設するだけでなく、芋
目地、乱れ目地、または目地の通らないランダムな配置形態で敷設する場合にも好適なも
のとなる。いずれの場合にも、ブロック１の目地用突部１２が一定の目地幅を規定して良
好な施工性のもとで配置することができる。
【実施例２】
【００４５】
　次に本発明に係る緑化舗装用ブロックの第２の実施例について、図面を参照しつつ説明
する。図６～図９は本発明の実施例２を示し、図７はブロックの上面図、図８はブロック
の長辺方向の側面図、図９はブロックの短辺方向の側面図、図１０はブロックの敷設例を
部分的に拡大して示す平面図、図１１は図１０の敷設例を示す平面図である。
【００４６】
　なお、以下に説明する実施例２の形態に係る緑化舗装用ブロック１は、ブロック本体１
０の基本構成が前記実施例１と同様であり、係合突部の形状に特徴を有する。そこで、以
下の説明では、この係合突部について詳細に説明し、他の構成については上記実施例１と
共通の符号を用いてその説明を省略する。
【００４７】
　この緑化舗装用ブロック１は、ブロック端面の係合突部１２ｂは、所定間隔で一対の突
条が配置されて構成されている。例示するように、ブロック本体１０の端面には、両端部



(8) JP 4686282 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

に略円弧状をなす横断面形状の突条として係合突部１２ｂがそれぞれ設けられている。図
９を参照しながら説明すれば、各係合突部１２ｂはブロック本体１０の端面の中間位置Ｄ
からそれぞれ等間隔の位置となるように配置されている。この端面に相対する反対側の端
面においても同様に形成されている。
【００４８】
　これに対し、ブロック側面の係合突部１２ａは、係合突部１２ｂの一対の突条間に係合
しうる幅形状を有して形成されている。この係合突部１２ａは、ブロック本体１０の長辺
方向の側面の中間位置に配置されている。図８を参照しながら説明すると、係合突部１２
ａはブロック本体１０の側面のちょうど中間位置Ｃに配置され、他の目地用突部１２より
も幅広で、面取りされた平板状の突部として形成されている。係合突部１２ａは、この側
面に相対する反対側の側面においても同様に形成されている。
【００４９】
　かかる目地用突部１２は、長辺方向の側面には係合突部１２ａを含めそれぞれ３本ずつ
設けられ、端面には係合突部１２ｂが２本ずつ設けられている。これにより、図１０に示
すように複数のブロックを互いに略Ｔ字状に突合せて配置させることにより、全体として
、隣接するブロック１同士の外観が略四つ目編み状に敷設されて、これらのブロックに囲
われた植栽スペースとなりうる矩形状のホールを多数形成することができる。
【００５０】
　また、図１１に示すように、ブロック１を略四つ目編み状に敷設し、形成されたホール
１４に、ホール１４の見付寸法とほぼ同寸の装飾用ブロック３を嵌め込んで利用すること
もできる。装飾用ブロック３には各側面に中間位置よりもややずれた位置に目地用突部３
１が形成されているので、このように略四つ目編み状に敷設されたとき、互いに重なり合
わない位置に配置されることになり、安定して敷設できるとともに、一定の目地幅を容易
に形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、一般道路の歩道、公園の遊歩道、駅前広場などの公共スペース、建物周囲の
駐車場等の様々な路面を緑化舗装するのに好適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係る緑化舗装用ブロックを用いたブロックの敷設構造を示す平面図であ
る。
【図２】本発明の実施例１に係る緑化舗装用ブロックの上面図である。
【図３】実施例１の緑化舗装用ブロックの長辺方向の側面図である。
【図４】実施例１の緑化舗装用ブロックの短辺方向の側面図である。
【図５】実施例１の緑化舗装用ブロックの敷設例を部分的に示した拡大平面図である。
【図６】実施例１の緑化舗装用ブロックの敷設例を示す平面図である。
【図７】本発明の実施例２に係る緑化舗装用ブロックの上面図である。
【図８】実施例２の緑化舗装用ブロックの長辺方向の側面図である。
【図９】実施例２の緑化舗装用ブロックの短辺方向の側面図である。
【図１０】実施例２の緑化舗装用ブロックの敷設例を部分的に示した拡大平面図である。
【図１１】実施例２の緑化舗装用ブロックの敷設例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　緑化舗装用ブロック
　１０　ブロック本体
　１２　目地用突部
　１２ａ　係合突部
　１２ｂ　係合突部
　１４　ホール



(9) JP 4686282 B2 2011.5.25

　２　　縁石
　３　　装飾用ブロック

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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