
A-1

　

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 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 7
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 9

□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： 1
2.工程 □1.短縮（　％）　□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 株式会社ダイクレ販売会社 株式会社ダイクレ 協会名

会社名： 住所：広島県呉市築地町1番24号

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：東京都江東区亀戸2-18-10

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

□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)

CG-010007-Ｖ 事後

活用の効果

吹付のり枠工法
6.2
71

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 グリーンパネル
収受受付年月日 平成15年1月8日

変更受付年月日 平成22年6月4日

全面緑化が可能な切土補強土工法 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

中国地方整備局 平成13年8月17日

問合せ先

株式会社ダイクレ

技術開発部　技術課
0823-22-4966

家久  侑大

0823-25-7231

03-5628-1070

r-kaneko@daikure.co.jp

y-iehisa@daikure.co.jp

登録No. 1175

2(1)

平成11年4月21日

□1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

本技術は、FRP製格子状パネル（グリーンパネル）を切土補強土工法の法面工とした技
術で、地山の安定化を図り、かつ、全面緑化を可能とした防災と環境、景観に配慮した
工法である。

住友生命亀戸駅前ビル6F

景観事業部　営業課 03-5628-1077

金子　良平

株式会社ダイクレ



グリーンパネル 登録No. 1175

グリーンパネル

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

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（グリーンパネル　　　　　　）

2008-10　土木施工単価
平成22年度　公共工事設計労務単価

「切土補強土工法設計・施工要領」ＮＥＸＣＯ中央研究所　平成19年1月

A-2

① 切土・のり面整形　　　　②削孔　　　　　　　③鉄筋挿入　　　④セメントミルク注入

⑤グリーンパネル配置　⑥グリーンパネル設置　⑦植生基材吹付け　　　⑧緑化状況

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

施工費　180㎡当たり　4,417,806 円（24,543 円/㎡）
　　※グリーンパネル設置工、鉄筋挿入工、植生基材吹付け工（t=5cm）　含む
〈算出条件〉
①千鳥配置、補強材1.5m間隔（2.25㎡/本）で打設。②設置能率：50ヶ所/日。③労務単価：
2008年公共工事設計労務単価・静岡県を適用。④施工単価、労務費等は勾配、土質などの現
場状況にて変動します。⑤建設機械等を利用した設置の場合は、別途積算下さい。

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（グリーンパネルカタログ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
①不陸整正を確実に行なう必要がある。

（長　所）

①腐食に強く、軽量（比重1.6g/cm
3
）なFRP材料を採用することで、人力施工が可能となり、

施工性が向上した。また、雨水による腐食の懸念がない。　②法面工を格子形状とすること
で、法面全体の健全な全面緑化を可能とした。　③工場二次製品のため、品質管理が行き届
いており、短納期に対しても対応可能。また、養生が不要で、大幅な工期短縮が図れる。



登録No. 1175

グリーンパネル

（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:3461142）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 3461142

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

（適用できる条件）
補強材に発生する設計引張力123ｋN/本以下
法面勾配：5分勾配以上（緑化を必要としない場合は、この限りではありません。）

補強材に発生する設計引張力が123ｋN/本以下とする。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 グリーンパネル

A-3

（適用できない条件）
補強材に発生する設計引張力が123ｋN/本以上
不陸整正が不可能な現場
法面工の自重により地山の安定化を図る現場

①格子形状の検討
②パネルサイズの検討

地山を想定した地盤上載荷試験にてグリーンパネルの破壊試験を実施した。載荷は、300ｋN油圧
ジャッキ、□150×150㎜の支圧PLを使用。試験結果より、許容設計荷重を123ｋNとした。

「FRP製格子状パネルの法面工への適用に関する検討」土木学会第57回年次学術講演会 平成14年9
月

不陸整正を確実に行なって下さい。
グリーンパネルは、裏表があります。表面が凹状になっている側が地山側です。

財団法人　兵庫県まちづくり技術センター

新技術・新工法活用システム、040183

2005年2月22日
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登録No. 1175

グリーンパネル 公共機関： 725 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県
牧之原市役所

H20.2

西日本高速道路（株） H19.8

中日本高速道路（株） H19.5

中日本高速道路（株） H19.5

静岡県
藤枝市役所

H19.2

静岡県
富士砂防事務所

H19.3

京都府
福知山河川国道事務所

H20.11

兵庫県
六甲砂防事務所

H20.11

広島県
三次河川国道事務所

H20.11

熊本県
熊本河川国道事務所

H20.9

66

CORINS登録No.

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 グリーンパネル

工　事　名

九州横断自動車道 延岡線天君地区
改良工事(その2)

可部バイパス大林地区法面工事

島原地区斜面対策(その2)工事

27号真倉地区防災工事

平成18年度 下排水場管理道路築造
第二工区

平成18年度 由比地すべり対策工事

勝間田城跡二の曲輪南斜面保全工
事

第二東名高速道路 稲佐西工事区
冨幕工事

第二東名高速道路 浜北IC工事

第二東名高速道路 稲佐西工事区
稲佐第二トンネル工事
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新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 グリーンパネル
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グリーンパネル グリーンパネル　構造図

施工実績写真 1 施工実績写真 2

施工実績写真 3 試験画像


