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カーブや端部施工は箱体を反転使用するだけで施工が決まるため、現場打ちコンクリートや型枠を必要としません。

 箱型擁壁は基本形の箱体A型とB型の2種類で15段（壁高15m）の構築を
行います。構築は箱体と壁体材（砕石）とを繰り返し積み上げて行う作業
のため現場管理が容易です。（16段以上の場合は、下段に使用する箱体の
配筋が強化されますので種類が増えます）

製品置場においても、箱体の積み重ねができるため、多くの場所を取りません。

急速施工をしやすい理由

①構成ブロックが少なく繰り返し作業が多いため作業員が工法を早期に習熟しやすい
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②カーブや端部止めに現場打ちコンクリートや型枠を使用しません

15m



①箱体と壁体材

②壁体材同士の噛み合わせ
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1．メカニズム（仕組み）と構成材の働き

◆ 箱体内部周囲に、指定の単粒度砕石を締固め転圧用の専用機具（タンピ
ングランマ、ハンドガイドローラ）を使用して層状（25㎝毎）に締固め
転圧作業を行うことで砕石と箱体壁面に強い摩擦が生じ、フレキシブ
ルな剛性が箱体を包みます。

◆ 箱体壁面は砕石との強い摩擦で保護され、強い地震や、豪雨にも安定
しています、また、破
壊的な地震において
も箱体を保護して、大
きな変状や時には破
損を防止します。 

◆ 箱型擁壁工法は、過去の地震（震度7）でもゲリラ豪雨でも崩壊はありません。箱体と砕石の噛み合わせ、砕石同士の噛
み合わせは排水性能においても耐震性能と同様の効果をもたらしています。

◆ 擁壁前面を箱体で、背面を背面土で囲まれた壁体材は締固め転圧を行う
ことにより砕石同士に強い噛み合わせが生じて擁壁全体がフレシブル剛
性を発揮します。

◆ 砕石同士の噛み合わせは強く、過去の破壊的な地震においては小段幅の
縮小変状程度にとどまっています。

変わらない仕組みと変わる効果

箱体A型にB型を1個から3個混ぜて使用するこ
とで50㎝毎の延長調整が可能です。

箱体A型W1995mm 箱体B型W1495mm

◆ 擁壁の構成材料は箱体以外に単粒度砕石
（S-40前後：2・3・4号砕石）のみで行うため
材料置場等の管理が容易です。

◆ JISで規定されているため品質にばらつき
が少なく、永久的な品質確保が出来ます。

◆ 万が一擁壁が被災しても、また、リユース
する場合でも繰り返し使用することが出
来るので修復やリユースの際に工費が非
常に経済的に済みます。 単粒度砕石2号砕石

S-60（60〜40mm）
単粒度砕石3号砕石
S-40（40〜30mm）

単粒度砕石4号砕石
S-30（30〜20mm）

◆ 箱体はプレキャストコンクリートで工場生産、砕石は主要資材で既製品、テンサーを始め使用する副資材は工場既製
汎用品で、箱型擁壁工法を構成する製品は全て既製品です。

③延長調整に現場打ちコンクリートを使用しません。

④壁体材は砕石一種類で永久材料

⑤各工程に養生期間の必要がない



①変わらない効果（排水性能と耐震性能）
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2．急速施工の効果

耐震性能については、多くの実験による検証や実現象など
の調査により証明されています。急速施工を行っても砕石
同士の噛み合わせ、箱体と砕石との強い摩擦など工法の仕
組みは変わることはありません。  

写真提供：（独）土木研究所
大型動的遠心力載荷試験装置

擁壁の背面には、地下水、雨水、路面水、豪
雨による突然の湧水など時にはかなりの
流速を伴った強い圧力がかかります。箱
型擁壁工法は単粒度砕石の噛み合わせで
構成されているため、1時間降水量100
㎜の雨量でも理論上は壁内に滞水するこ
となく流れ、基礎暗渠菅、箱体水抜き孔、
小段部から順に排出されます。

◆ 山間部は生コン車を待つ時間が長く、作業時間や片側通行など環境面でも現場の負
担が多く、箱型擁壁採用の効果が出やすい。

◆カーブが多い擁壁では特に工期の短縮が抜群に図れます。（大型ブロック比）
◆ 災害時には地域で工事が集中するため、生コン車を待つ時間が読めない場合が多く

工期や人件費に損失が発生しやすく、災害時には特に箱型擁壁の採用効果がでやす
くなります。

◆ 長い交通規制は地域住民の社会生活の質の低下や、周囲の環境低下につながり、ま
た、規制による渋滞などは移動する人やエネルギーの損失でもあり、規制期間の短
縮を図れる箱型擁壁工法は周辺地域の環境改善やライフサイクルコストの最小化
につながります。

◆ 壁高が高く延長がある現場では、急速施工のメリットがより生きてきます。早いだ
けでなく安全で経済的な効果も非常に高く、その効果は群を抜いています。

◆ 緊急な仮設工事に箱型擁壁を使用して、数年間供用後に本工事に再利用することも
可能です。急速施工の効果と再利用の計画施工が得られる工法です。

②変わる効果（施工が早い箱型擁壁の利点）

箱型擁壁工法の耐震検証



見える維持管理
箱型擁壁を構築する作業は、箱体据付けと砕石締固めを繰り返し行い構築します。特に、箱体形状が箱状
で安定しているため、確実に安全な施工が行いやすく、維持管理も容易になります。

雨水や湧水が擁壁背面や壁内に滞水しないため擁壁背面土の粘着力が低下しにくく間隙水圧の発生を抑止できる。そ
の結果、水位の上昇による土圧の増加が生じにくい。

擁壁が被災する場合、雨と地震に起因することが多い。中でも水の脅威は擁壁にとって想定外の事が多く、特に背面土
を閉じてしまう工法の場合、湧水で土圧の増加を招くことになりやすい。
箱型は背面土をコンクリートで閉ざさずに吸出し防止材を介して単粒度砕石で押さえています。背面土は常に呼吸も
でき、時には湧水を大量に砕石に出し安定します。
通常の擁壁は水抜き孔が経年変化で詰まってしまうことが多く、また、土構造物の場合、地震によって水道（みずみち）
が変状することもあり、災害時後の判断で、安定か否かの状況確認が出来ないことが多い。

壁内に大量の雨水や突然の湧水で、基礎暗渠管の排水能力
を超えた場合、箱体水抜き孔から、また、小段部分から排水
されるので安心です。維持管理においても擁壁背面の状況
が常に見えることで（小段巾の変状等の）、万が一異状な状
態を把握しやすい。

4

①間隙水圧発生の抑止
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箱型擁壁のリユース
◆ 箱型擁壁は400年以上前に築城された大阪城

やその後に築城された熊本城の石垣をヒント
に考案開発された工法です。純国産技術の箱
型擁壁工法は世界で初めてリユースを可能に
した耐震性擁壁でもあります。

◆ リユースを前提に仮設道路擁壁として利用し
て下さい。

◆仮供用と本供用の2度使用できます。
◆ 災害工事などで緊急仮設用道路として供用後、本工事

にリユースできます。
◆ 仮設道路として高さが必要な場合に利用、その後解体

として本工事にリユースして下さい。

①上での作業はミニバックホーで箱体周囲の砕石を取り除く
作業を行い、その砕石はホッパーに入れて地上に降ろします。

②箱体周囲の砕石を
取り除いた後、箱体を
挟む金具（1t以上つり
上げ能力の金具）2個
で吊り上げ地上に降
ろします。

③箱体吊り金具の破損チェック

④汚れた箱体を洗浄します。
（箱体は長期供用後でも、常に土に接していな
いため、洗浄が必要ない場合が多い） ⑤壁体材の単粒度砕石は注意して解体することで再利用

が可能です。また、落ち葉や雑草などで多少の汚れは洗浄
することで再利用ができます。

⑥解体時に土砂が多
く混じった場合は、洗
浄するより新規購入
が経済的です。

解体現場の状況

供用当時 解体後の現場 解体されリユースを待つ置場の箱体
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土木構造物は重力、地震力、風力などに対して安定するのは当然の機能です。
現在多くの擁壁が存在し、それぞれの土留めの役割を果たしています。特に石の噛みあった様を見られ
る城の石垣は、重さや土留め擁壁としての機能を感じさせない美しさがあります。コンクリート擁壁で
は一様で無機質な印象を回避するために、目地や、レリーフなど様々に表面の加工に取り組んできまし
たが、機能美と評価するには無理があります。
箱型擁壁では今回初めて壁面造景を、見せる壁面として取り組みました。箱型擁壁の美しさの一つであ
る壁面寺勾配、法面のズレ（小段部）が醸し出す空間、それらの特徴に加えて、さらに造景した凹凸が単調
な視覚を和らげて有機的な柔らかさを演出いたします。

壁面勾配と造景の多様性

◆ コンクリート壁面それ自体が美的でないため、擁壁の一様な勾配はより無機質な印象を与えますが、箱型擁壁は階段
状の小段部が、従来の一様で単調な壁面を立体的で有機的な空間にしています。

◆ 階段状の法面ズレを持つ箱型擁壁は勾配を1：0.15 〜 0.85まで土質定数や壁高に応じて自由に調整ができます、ま
た、寺勾配にすることも可能です。

壁面を造景してみませんか
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勾配 1:0.50

勾配 1:0.15

勾配 1:0.30

勾配 寺勾配

①擁壁勾配

勾配 1:0.85



◆箱型擁壁は、壁面の一様さを立体的に変化させ、機能美として表情を与える壁面造景が可能です。
◆ 箱型擁壁は、造景的な要素とは別に次の特徴があります。維持管理が容易で、耐震性能、排水性能が高く、壁高が高く

なれば他工法との経済比較で特に優れた効果を発揮します。
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反転
反転

反転

反転

②造景

※あなたの思う造景を描いてみてください。



事務局：大阪市淀川区西中島 5-2-5 中島第 2 ビル 309
TEL:06-6390-8552 ／ FAX:06-6390-8553
http://www.hakogata.com箱型擁壁協会
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擁壁周辺の『環境の改善を提案』いたします

中段と最上段に下
か す い

垂する落葉低木を植栽します。

落葉低木：ミヤギノハギ（寒冷地は除く）

①温暖化防止の提案（コンクリートの中性化抑制効果）

③心理的癒し効果の提案（CO2削減・周辺環境改善）

⑤生存率が高く・雑草が繁茂しにくい植栽種の提案

④CO2削減の提案

⑥生物多様性の提案

②視覚疲労緩和の提案 ユキヤナギ

箱型擁壁工法の小段部1段にマツバギク
を植栽した場合、平米当りCO2を約400ｇ

（203Lペットボトル407本）吸収できます。
（箱型擁壁協会：植栽実験データより算出）

小段部が解放されているため、砕石の空隙は
昆虫の棲家となり土壌同様の営みが行われ
ています。壁体材が作り出した空隙は昆虫に
とって陸上でも水中でも生物多様性の循環環
境となっています。

8月27日／外気温度：32.7℃
コンクリート表面温度：42.2℃
植栽部分コンクリート表面温度：25℃

コオロギ アリ

テントウムシ ダンゴムシ

①常緑キリンソウ（雑草防止対策が必要）
花は5 月～8月、原産地：日本　花言葉：警戒

②マツバギク（雑草が生えにくい）
花は3 月～10月（一般地）　花言葉：忍耐
繁殖力旺盛で擁壁の前に垂れて美しい

③メキシコマンネングサ（雑草が生えにくい）
花は5 月～6月、常緑多年草（一般地）　花言葉：記憶

④ライオンロック（雑草が生えにくい）
花は5 月～8月、常緑多年草、原産地：EU　花言葉：いつも愛して




