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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2 5

■２.環境 ■６.景観 6

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化

□４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 ■9.地球環境への影響抑制 8 9
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 ■10.省資源・省エネルギー 10 11
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上

□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（　％）　□2.同程度　■3.低下（56.8％） 番号： 3
2.工程 □1.短縮（　％）　□2.同程度　■3.増加（20％）　 番号： 3
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： 2
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 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

評価（事前・事後）

分類

登録番号

区分

■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)

KK-030016-V 事後評価

活用の効果

植生シート工（標準品）
56.8%
20.0%

1

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ロンケットオーガ工法
収受受付年月日

平成28年10月27日

登録No. 1604

変更受付年月日

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

近畿地方整備局 平成15年8月13日

問合せ先

ロンタイ株式会社 〒570-0011　大阪府守口市金田町3丁目1-11

製品開発課
06-6902-9401

立花　章裕

06-6905-9070

0545-85-1900

shizuoka@rontai.co.jp

develop@rontai.co.jp

2000年

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

自然還元型人工張芝 開発年

番号：
1

1-1-3.共通工／法面工

ロンタイ株式会社 ロンタイ株式会社

1.）何について何をする技術なのか？
　主に盛土裸地法面に対して、完全自然分解型のロンケットオーガを布設し、装着されたワラ
コモやジュートネットによって高い侵食防止効果と種子の養生効果を得ることにより確実な緑
化を行うことで、法面表面の保護及び景観の回復を図る技術。
2.)従来はどのような技術で対応していたのか？
　ポリエチレンネットを用いた植生シート(標準品)を使用しており、ネットは半永久的に法面
に残存していた。
3.）公共工事のどこに適用できるのか？
　主に砂質土、シルト、粘性土、礫混じり土から成る盛土法面で、土壌硬度10～27㎜かつ1：
1.0より緩勾配の法面に適用。山腹工における伏工や植栽を併用したマルチング材としても適
用。

〒421-3301　静岡県富士市北松野367

静岡支店 0545-85-1907

杉山　雄亮

ロンタイ株式会社



ロンケットオーガ工法 登録No. 1604

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

（短　所）
特になし。

（長　所）
・完全自然分解型である。
・装着されたワラコモは断熱効果及び保水力が高く、種子を養生し、発芽及び生育を促進する。
・ワラコモ及びジュートネットによる侵食防止効果が高い為、初期生長の遅い在来種、侵食防止効果の小さい
短草種の導入に最適である。また適期外や自然条件の厳しい現場においても安定した緑化を期待できる。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（ロンケットオーガ）

ロンケットオーガ カタログ(自社歩掛)
ロンケットオーガ工法：1,034円/㎡

静岡県建設部監修　土木工事施工管理基準　(3.土木工事共通編-2.一般施工-3.共通的工種-7.-1.植生
工）
ロンケットオーガ　カタログ　(止め具についての自社基準)

A-2

・法面のゴミや雑草木を取り除き、法面清掃を行う。
・法肩部分を10ｃｍ程度巻き込んで法肩から法尻に製品を展開する。
・シートが土壌表面と密着するように大頭釘又は竹目串を打ち込み、製品を固定する。

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

建設物価
ロンケットオーガ：580円/㎡

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（ロンタイ総合カタログ）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称



登録No. 1604

（適用条件）

（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 4
特許番号

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

・対象の法面に対して出来るだけ製品を密着させるように施工する。
・土壌の状態によって止め具の形状を検討する。
・覆土は種子の定着が促進され、良好な生育に有効である。
・保管の際は乾燥した暗所に保管する。

（適用できる条件）
・現場条件：特別な条件を必要としない。
・自然条件：主に砂質土、シルト、粘性土、礫混じり土から成り、土壌硬度10～27㎜かつ1：1.0より緩勾配の盛
土法面に適用。
・適用範囲：ワラコモの養生効果が高く、適期外やある程度厳しい自然条件下においても安定した緑化が期待で
きる。

・法面の安定性が確保出来ない場合は別途抑止工を検討する必要がある。
・対象の土質により、止め具の形状を検討する必要がある。
・施工時に強風が予想される場合は覆土が効果的である。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ロンケットオーガ工法

A-3

（適用できない条件）
　安定性が確保されていない法面や土壌硬度が27㎜以上で硬質土壌や軟岩から成る法面、植生の定着が困難であ
る1：0.8を超える急勾配の法面など。

特になし

添付資料による(分解性試験、侵食防止効果実験、地温安定効果の検証、蒸発抑制効果の検証)

同上

草刈の際、従来工法ではネットが刈払機に絡み、機械の損傷や安全性が低下していたが、新技術工法では完全分解性であるた
め危険性がない。



A-4

登録No. 1604

実績件数 公共機関： 98 民間：

発　注　者 施工時期
富士裾野東部土地改良
区

平成27年11月

静岡県東部農林事務所 平成27年12月

中部地方整備局　沼津
河川国道事務所

平成24年1月

浜松市役所 平成23年11月

静岡県熱海土木事務所 平成23年2月

中部地方整備局　多治
見砂防国道事務所

平成25年3月

東北地方整備局
山県河川国道事務所

平成23年9月

関東地方整備局
千葉国道事務所

平成22年1月

北海道開発局
(鹿追地域農業開発事業
所）

平成22年5月

独立行政法人　都市再
生機構　西日本支社

平成24年4月

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 ロンケットオーガ工法

平成27年度障害防止(用水対策)東
富士地区調整池1工事

CORINS登録No.

施
工
実
績

平成22年度多賀地川火山砂防（交付
金）工事（代替道路工）

平成22年度道整備交付金事業（市）
滝沢１号道路改良工事

平成23年度伊豆縦貫八ツ溝北工事

伊香立地区瀬渡川護岸整備その他
工事

圏央道長南地区改良その１８工事

平成27年度東富士演習場周辺農業
用施設設置助成金 前川ほ場整備工
事

上川下流清川地区河道整正工事

工　事　名

平成23年度木曽川水系馬場沢砂防
堰堤工事

10

美蔓農業水利事業
取水導水路建設工事



登録No. 1604

〈製品構造図　製品姿〉 〈治山工事現場〉　下写真：施工後約5か月

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ロンケットオーガ工法

A-5

〈砂防工事現場〉　下写真：施工後約2年　※種子無しタイプ 〈圃場整備現場〉　施工直後

〈調整池現場〉　施工前後 〈調整池現場〉　下写真：施工後約5か月　※短草配合


