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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 6

□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 6
開発目標 □2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 8
（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（　％）　□2.同程度　■3.低下（22％）　 番号： 3
2.工程 ■1.短縮（55％）　□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 番号：

開発会社
ゼニス羽田株式会社

販売会社 協会名 ループフェンス研究会
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.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)

SK-020001-V 事前審査

活用の効果

落石防護擁壁（重力式擁壁H=5.0m）
22%

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ループフェンス
収受受付年月日 平成23年7月7日

平成27年12月17日

55%

登録番号

区分 1

1-3-2.道路／付属施設

評価（事前・事後）

分類

高エネルギー吸収落石防護柵 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

四国地方整備局 平成14年7月5日

番号：

問合せ先

ゼニス羽田株式会社 大阪市西区阿波座2-1-1（大阪本町西第一ビル11F）

防災技術グループ
06-6531-4288

片岡　利道

06-6537-6730

052-419-1850

ji-akita@zenith-haneda.co.jp

to-kataoka@zenith-haneda.co.jp

登録No. 1391

1

平成14年4月1日

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

変更受付年月日

ループフェンスは，100～1000ｋJの落石エネルギーに対応したエネルギー吸収型落石防
護柵です．支柱として内部に鉄筋を配置したコンクリート充填鋼管柱を使用し，隣接す
る支柱間でワイヤロープをループ状に巻きつけ，一定の余長を確保し緩衝装置で把持し
たシンプルな構造です．設置箇所は，大口径ボーリングで斜面上や道路際の地面に直接
設置するか，道路擁壁上設置など，現場に合わせて選択できます．ループフェンスはワ
イヤロープをループ状に巻き付けたことにより，他の落石防護柵に比べて落石捕捉時の
張り出し(変化量)が小さく，特に道路際対策に最適です．実物実験は欧州基準の最大性
能で行い，また挙動の異なる中間スパンと端末スパンの両方で確認実験を行っておりま
す．計算手法が確立された安全性・信頼性の高い防護柵です．

愛知県名古屋市中村区岩塚本通2-1-2　MSビル3F

防災営業グループ 052-419-1880

秋田　仁

ゼニス羽田株式会社



ループフェンス 登録No. 1391

（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

・ループフェンス設計・施工・積算要領（ループフェンス研究会発行）

・ループフェンス設計・施工・積算要領（ループフェンス研究会発行）

A-2

①準備工
②基礎工 or 足場工
③擁壁築造工 or 大口径ボーリング工
④支柱建込工
⑤トップスペーサー組立工
⑥メインケーブル組立工
⑦ディスタンスキーパー取付工
⑧金網取付工
⑨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

積算資料（　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）

（ループフェンスカタログ，ループフェンス設計・施工・積算要領）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・施工時に支柱（約1～2ｔ）を吊上げる重機が必要となる．

（長　所）
・最大性能(1000kJ)での実物実験を行っております．
・落石捕捉時の変化量が小さく，道路際対策に最適です．
・擁壁上だけでなく，大口径ボーリングにより斜面に直接設置することも出来ます．
・崩壊土砂にも対応することができます．

掲載刊行物
建設物価（　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）



登録No. 1391

（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:3692457）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 3692457

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 宮崎県新技術活用促進システム　工法-60

制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明 平成21年8月18日

証明機関 証明機関

宮崎県，宮崎県建設技術推進機構

証明範囲 証明範囲

落石防護柵工

（適用できる条件）
・可能吸収落石エネルギーは100～1000kJ程度です．
・土砂の崩壊深が2ｍ以下の範囲．
・気温等の自然条件には特に影響を受けません．

・挙動の異なる端末スパンと中間スパンをそれぞれ安全照査をする必要があります．
・柵高(吸収可能有効高)と落石跳躍高を照査して，柵高を決定する必要があります．
・景観重視の場合は，着色を検討して下さい．

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ループフェンス

A-3

（適用できない条件）
・対象とする落石エネルギーが設計仕様(最大1000kJ程度)を超える場合．
・土砂の崩壊深が2ｍを超える場合．

1)課題：分割支柱の取り外し手間が大きい．2)開発計画：ヒンジ支柱の導入または取付取外しの
容易な構造などを検討しています．

①支柱曲げ試験：支柱が均一な塑性抵抗モーメントを保持していることを確認．
②実物実験：落石エネルギー1060kJの落下試験を行い，確実に捕捉しました．

・ループフェンス実験報告書

・緩衝装置内をロープが滑る時の摩擦抵抗によって落石エネルギーを吸収するので，緩衝装置の
ボルト締付けトルク管理を行って下さい．
・ボーリングマシンを設置する足場は安全な構造として下さい．



A-4

登録No. 1391

実績件数 公共機関： 436 民間：

発　注　者 施工時期

国土交通省　延岡河川
国道事務所

平成27年度

北海道開発局　帯広開
発建設部

平成27年度

北海道開発局　室蘭開
発建設部　日高道路事
務所

平成27年度

北海道開発局　函館開
発建設部　江差道路事
務所

平成27年度

中国地方整備局　鳥取
河川国道事務所

平成26年度

内閣府沖縄総合事務局
北部ダム統合管理事務
所

平成26年度

浜松市役所　天竜土木
整備事務所

平成26年度

九州地方整備局　大隅
河川国道事務所

平成26年度

中国地方整備局　鳥取
河川国道事務所

平成26年度

名古屋市役所　緑政土
木局

平成27年度

10

CORINS登録No.

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 ループフェンス

工　事　名

市道志段味水野線第１号道路改良
工事

鳥取自動車道防災工事

26・27年度垂水管内維持修繕

平成26年度　市単独過疎対策道路
整備事業(市)　佐久間上平山線道路
防災工事

国道9号大谷地区外防災工事

福地ダム遊覧船管理用道路落石防
護柵工事（仮）

宮崎218号　末市地区改良工事

札内川ダム堰堤維持の内　落石防護
柵設置工事

一般国道274号日高町清瀬災害防除
外一連工事（清瀬工区）

一般国道228号松前町白神災害防除
工事



登録No. 1391

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ループフェンス

A-5

Rタイプ（擁壁上設置） Rタイプ（斜面設置）

Mタイプ（250ｋJ） Eタイプ（崩壊土砂対応）

最大性能実物実験（国内） 最大性能実物実験（国内）


