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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1

■２.環境 □６.景観 2

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 4

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号： 5

□1.省人化 ■5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 3
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 5
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 11

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（42.4％）□2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 ■1.短縮（34.0％）□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制

開発会社
(株)斜面対策研究所

販売会社 アルコ(株) 協会名 斜面対策研究会
会社名： 住所：島根県出雲市斐川町坂田1300

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：三重県津市半田160番地

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

番号：
1

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

分類

CG-110030-A 評価なし

活用の効果

現場吹付法枠工
42.4
33.8

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ワイヤーネット被覆工法
収受受付年月日

平成28年1月28日

変更受付年月日

ワイヤーネットを用いた落石防止工法 開発年
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2010年12月1日

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

営業部 059-213-8880

青木弘行

アルコ(株)

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

 

　対策に適用できる．　

　定な岩塊を覆うことで固定．

　落石発生源の岩塊を，自在性かつ耐久性に富むワイヤーリングからなるネットで
　固定する技術．

1）何について何をする技術なのか？　

2）従来はどのような技術で対応していたのか?
　2mピッチの格子状の梁（断面0.3×0.3m）からなる現場吹付法枠を用いて，不安

3) 公共工事のどこに適用できるのか？
　道路整備・維持事業，急傾斜地崩壊対策事業，治山･砂防事業などの落石発生源



ワイヤーネット被覆工法 登録No. 1569

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） １（1）

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

ワイヤーネット被覆工法，クラッシュネット工法－ 標準積算資料 －（斜面対策研究会）

落石発生源対策「ワイヤーネット被覆工，クラッシュネット工，圧入マット式根固工」設計・施工マ
ニュアルに基づく．

A-2

標準的作業手順として，
　①対象物（単体／群）の上部斜面に固定用アンカーを設置．
　②対象物の上端からワイヤーリングを敷設し（逆巻き施工），巾着（密着）状に被覆．
　③凹部を中心にアンカーピンでネットを対象物を固定．
　④上記②，③を繰り返しながら全体を一体的に被覆固定．
　⑤ネット端部（外周）にガイドロープを通し，全体を巾着状に縛る（単斜面状の場合は，ネット端
　　部をそろえるために設置）．
　⑥固定用アンカーとネット上端部をワイヤーロープで連結し，弛みを採る程度に緊張．
　⑦岩塊が極めて不安定な場合は，上記⑥の作業を早い段階で実施する．
　⑧点検項目として，ネットに弛みがある領域はアンカーピンを増し打ちするなどして，これを解消
　　する．

■1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

ワイヤーリング（φ80cm：2500円/個，φ60cm：1700円/個，φ35cm：1300円/個），連結金具1000円/
個，アンカーピン1830円/本，ショートアンカー（SA600：9150円/本，SA1300：18800円/本，
SA2100：31500円/本），固定用アンカー（深層アンカー）49950円/本（削孔長2m，定着長0.2m）

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
　　①ワイヤーネットで岩塊を巾着状に被覆することを基本とするため，計画敷設面積や実施面積
　　　を正確に求めることが難しい（→そのため，実施数量は材料検収に基づく）．
　　②ワイヤーリングの使用数量は個々のリング形状がいびつになるほど増大するため，計画数量
　　　と実施数量が乖離しやすい．
　　③アンカーの削孔径65mm（部材最大径50mm）と大きく，岩質が硬い場合，人力削孔が困難．

（長　所）
　　①工場加工製品を現地で組立てる方式のため，施工が容易．
　　②ステンレスおよびダクタイル材使用による高い防食性．
　　③固定対象を密着状態に被覆するため，高い拘束力を発揮．
　　④ネットの自在性が高く，特定箇所への荷重集中（破断）を回避．
　　⑤逆巻き施工が可能なため，作業の安全性が向上．
　　⑥長尺アンカー（長さ1m程度）を減らすことで，作業負担を大幅に軽減（工事費削減）．
　　⑦固定用アンカーは岩用のみとし，くさび方式を採用することで長期耐久性を向上．

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
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（適用できる条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 ■1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 第4615203号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号

新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

1)残された課題：固定用アンカーの小口径化（現状φ65mm→φ50mm）．2)開発計画：上記課題
に取組中

φ1mのコンクリート球等を用いて，ワイヤーネットによる固定機能の確認を行った(資料②のP9
～19参照）．

①ワイヤーネットに関する模型実験，および実物大実験(資料②P9～19），②くさび型アンカー
工法カタログ（資料③）

論文「ワイヤーリングを用いた落石発生源対策」,2011年,林野庁治山研究発表会（資料④）

①定着地盤の推定が困難な場合は，サウンディング試験や試掘等による事前の調査が必要．②
予定どおりの定着地盤を確保できない場合は，設置場所を変更するかガイドセル付削岩機等に
よる削孔長の延長が必要．

【適用条件】①現場条件：人力施工のための作業スペースは狭くても可．アンカー孔は削岩機
（重量10～20kg）で穿孔．施工場所の規制は特になし．②自然条件：地表面が凍結（アンカー
ピンのグラウト不良）するような環境以外．土質は土砂から硬岩まで対応可．法勾配の規制な
し（オーバーハング箇所は足場架設）【適用範囲】浮石（単体／群），転石（単体／群），層
厚3m以下の表層崩壊等の固定．特に浮石/転石が群をなす場合，ワイヤーネットによる被覆効果
を高めやすい．

①アンカーの定着は岩盤もしくは埋没岩塊（φ1m程度以上）としており，表土層（崖錐）の層
厚を推定するための斜面勾配，斜面形態，周辺部露頭状況等を入念に調査する．②アンカー
（くさび方式）の定着長は0.2～0.4mと短いため，脆弱層が介在することを想定して，定着地盤
の強度は安全側に設定する（例：深層風化が一般的な花崗岩類では”風化岩”として取り扱
う）

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ワイヤーネット被覆工法

A-3

（適用できない条件）①変朽安山岩等の強酸性地盤（グラウト不可）．



A-4
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実績件数 公共機関： 132 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県富士農林事務所 平成26年2月

～

静岡県中遠農林事務所 平成26年4月
～

静岡県島田土木事務所 平成25年4月
～

神奈川県小田原市 平成26年2月

水資源機構川上ダム管
理事務所

平成27年8月
～

近畿地方整備局紀南河
川国道事務所

平成27年5月
～

中部森林管理局木曽森
林管理署

平成26年11月
～

中部地方整備局沼津河
川国道事務所

平成26年7月
～

中国電力 平成27年1月
～

東京都奥多摩町 平成26年5月
～

青美線第2工区（その6）工事（落石発
生源対策）

野井第2トンネル（落石発生源対策）

大片句治山事業（落石発生源対策）

森町庵山治山事業（落石発生源対
策）

道路維持事業（落石発生源対策：川
根本町奥泉地内）

石垣山水源地石垣（文化財）保護事
業

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 ワイヤーネット被覆工法

工　事　名

道路維持事業（落石発生源対策：奥
多摩町日原地内）

岡山県吉ヶ線No.8-12経年鉄塔建替
工事（落石発生源対策）

道路改良事業（落石発生源対策：沼
津市口野）

治山事業(小川入国有林内落石発生
源対策）

5

CORINS登録No.
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小割除去工／小割整形工 圧入マット式根固工

ネット敷設状況（吊り足場．逆巻き施工） 固定用アンカー穿孔作業（人力，削岩機）

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ワイヤーネット被覆工法

A-5

ワイヤーリング（ステンレス）と連結金具（ダクタイル） アンカーピン（ダクタイル）と固定用アンカー

ワイヤーリング
（シングル：間詰用）

ワイヤーリング
（3連：標準ユニット）

連結金具（ネットの自在性を高める
ためリング止口を大きく確保 リングを連結した状態

アンカーピン（ネットを岩塊に固
定するための部材．くさび式定
着．ダクタイル製）

ショートアンカーSA600（表土層の厚い領域等で，アンカーピンの
代替材として使用．アンカーピンを連結した構造）

ショートアンカーSA1300（被り厚1m未満），2100（被り厚1.7m未
満）･･･設計荷重17.5kN以下の固定用アンカー．くさび式定着．

深層アンカー（固定用アンカー． 大設計荷重105kN/本．PC鋼
より線．2重防錆加工．くさび式定着）

（ネットで被覆し，立木等に固定した状態で実施）

（長さ0.5m，幅0.3m，厚さ0.15mのコンクリートマットを

　敷設し，セメントミルクを加圧充填，床堀，型枠不要.

　 終的にワイヤーネットで岩塊と一体化せしめる）


