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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 5

□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 2 4
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 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（　％）　 番号： 2
2.工程 □1.短縮（　％）　■2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 2
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： 2
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： 2
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）

１）何について何をする技術なのか？
ＳＮモルタルボンドは、法面保護工において土砂部分や脆弱な岩盤・岩塊からなる法面
箇所を対象にし、緑化・落石防止を図る工法です。材料にファイバーを添加することに
より、初期の急速乾燥下におけるクラックや剥離を防止し、外力に対する強度の耐久性
の向上に成功しました。
２）従来はどのような技術で対応していたのか？
従来の特殊配合モルタル吹付工法では夏季の急速乾燥条件下や、急勾配法面などの悪条
件な現場においてクラックや剥離などの事例が報告されていました。
３）どのような場所に適用可能か？
山腹崩壊地及び、道路法面に適用できます。

愛知県名古屋市千種区今池二丁目1-18

営業部 052-741-4175

太田哲司

株式会社新日本緑化
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□1.工法　□2.機械　■3.材料　□4.製品　□5.その他

問合せ先

株式会社新日本緑化 愛知県名古屋市千種区今池二丁目1-18

技術部
052-732-2081

竹内健一

052-741-4175

052-732-2081

norimen@sn-ryokka.co.jp

norimen@sn-ryokka.co.jp

ファイバーを利用した特殊配合モルタル 開発年

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 登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）
収受受付年月日 平成24年12月4日

変更受付年月日

分類

■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)

活用の効果

株式会社新日本緑化

番号：
3

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

株式会社新日本緑化

特殊配合モルタル



ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様） 登録No. 1432

（特　徴）

(施工方法）

（施工単価等） 1(2)

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）連結性が向上することにより、作業後の機械（ホースやノズル等）の清掃時に時
間を有する。

（長　所）ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）はファイバーを添加することにより、従
来品に比べ①耐衝撃性の向上②曲げ強さの向上③初期の急速乾燥による収縮クラックの防止
④経年変化によるクラックの成長の抑制⑤剥離防止⑥連結性の向上（急勾配でも安定した付
着量を確保）のメリットを有する。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（環境緑化資材　　　　　　　）

平成24年度版　治山林道必携（積算・施工編）　日本治山治水協会・日本林道協会発行
4-3-4特殊配合モルタル吹付工Ａ　p.260
4-3-5特殊配合モルタル吹付工Ｂ　p.265

静岡県農林土木工事施工基準の特記仕様書を参照
※24年度版　治山林道必携（積算・施工編）　日本治山治水協会・日本林道協会発行
林道工事施工管理基準　p.2037にも記載があります。

A-2

ファイバーはあらかじめ材料に添加してあるため、従来工法と同様の方法で施工可能です。
①機材搬入
②法面清掃
③マット張り（Ｂ工法の場合は無し）
④金網張り
⑤特殊配合モルタル吹付
⑥機材搬出・後片付け

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

ファイバー仕様と一般品（ファイバー無し）は同価格
建設物価：220円/kg（中部地方）環境緑化資材
積算資料：250円/kg　接着剤

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（接着剤　　　　　　　　　　）
（　株式会社新日本緑化総合カタログ　）

 

 

 

 



登録No. 1432

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・仕様上の留意点）

（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

実用新案 □1.短縮（　％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 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

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

山腹崩壊現場、林道現場など施工地に適した資材ラインナップの開発

①材齢28日の供試体を用いた曲げ強さの試験において、ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）は従来品に比べ約60%の強度の向上
がみられた。②送風機と白熱電球を用いた急速乾燥試験において、ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）は従来品に比べひび割
れまで4倍の時間を要した。

新日本緑化　ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）実験報告書

評価・証明

従来品と同様①所定の品質を確保する為に、降雨時及び降雨直後の施工は避けること。②亀甲金
網を法面に密着するように施工し、法面の凹凸による浮き上がりが予想される個所では、アン
カーピンを増し打ちしすることが望ましい。③Ａ工法はアンカーピンの打設箇所には重点吹き、
その他の箇所には植生を促すためにまぶし吹きを行う。

（適用できる条件）従来品に準ずる
※資料3　法面保護工選定フローチャートその2（林道必携　技術編）
※資料4　法面保護工比較表（弊社資料）

ファイバー添加効果によりＳＮモルタルボンドの流動性が若干低下するため、ホース延長は100m
以内とする。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）

A-3

（適用できない条件）従来品に準ずる
①降雨・降雪時には施工不可（※斜面全体の安定性が確保されていない場合は別途基礎工が必
要）

 
  
    

 
  
   

 
 
  
 

 
 

   

  

    

   

    

 

 
 
      

  

 
 
 
  



A-4

登録No. 1432

公共機関： 20 民間：

発　注　者 施工時期

国土交通省中部地方整備局 H23.10.

吾妻森林管理署 H23.10.

大井川治山センター H23.11.

伊豆森林管理署 H23.11.

静岡県中部農林事務所 H23.12.

静岡県賀茂農林事務所 H23.12.

静岡市 H24.1.

静岡県志太榛原農林事務所 H24.4

大井川治山センター H24.11.

大井川治山センター H23.10.

CORINS登録No.

新技術名称 ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）

工　事　名

施
工
実
績

林道樫ノ木峠線改良工事

山犬段工事

榛原川二の沢工事

H22年度　安倍川水系　大谷山腹工事

栃寺沢治山工事

榛原川大札北沢治山工事

白田川治山工事（ゼロ国）

新技術概要説明資料（４／５）

平成23年度治山カナクズレ工事

平成23年度治山牛原工事

平成23年度治山奥泉大谷地区工事



登録No. 1432

ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）　液体 ＳＮ　モルタルボンド（ファイバー仕様）　粉体

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ＳＮモルタルボンド（ファイバー仕様）

A-5

吹付後近景 特殊配合モルタル吹付工　施工後

急速乾燥試験結果 特殊配合モルタル工　施工前
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