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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 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（3％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 ■1.短縮（10％）　□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： 2
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 販売会社 株式会社テザック 協会名 なし
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?
アンカーピンを用いて厚層植生マットを法面に密着して張り付けるだけで、法面緑化
と自然環境の復元を可能にした工法。
特に岩盤法面において、緑化の確実性を向上させた工法。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
植生基材吹付工法
③公共工事のどこに適用できるのか?
切土のり面の発生する工事。軟岩Ⅱ以下の岩盤のり面、あるいは崩れやすい砂質土の
り面などにおいて、厚層植生マットの全面被覆による表層浸食防止や、景観の保全を
はかる工法である。
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■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他
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申請地方整備局名 登録年月日

中部地方整備局 平成13年3月8日

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 法面緑化工法「リブマットグリーン工法」
収受受付年月日 平成29年2月8日

変更受付年月日

株式会社テザック

番号：
1

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

植生基材吹付工(t=10cm)
3.34%
9.52%

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

CB-000030-VE 事後評価

活用の効果



法面緑化工法「リブマットグリーン工法」 登録No. 1609

（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

リブマットグリーン工 積算資料

リブマットグリーン工 施工マニュアル

A-2

①あらかじめ法面の浮石、かぶり等を除去する。法肩より30～50㎝程度法面清掃をおこな
う。
②法肩部は30～50cm程度巻き込み、マットを隙間なく張り付け、止め釘で地山に仮定着す
る。
③マットを張り付けた後、全面に金網を張り、アンカーピン打ち込み、法面に確実に定着す
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

資材単価：R-30環境品 2,380円/㎡

直接工事費：環境品･金網併用　R-30・5,713円/㎡　R-40・6,753円/㎡　R-50・7,913円/㎡

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

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・大規模法面の場合、従来技術と比較し効率で劣る。
・乾燥状態で施工する為、従来技術と比較し初期緑化に劣る。

（長　所）
・客土が全面に充填されているので、全面被覆が可能。
・厚みの異なるR-30～50の3種類があり、条件により使い分けることができる。
・客土は保水性・保温性・保肥性が高く、緑化困難地質でも長期安定した緑化が可能。
・降雨などの流下水はマットに吸水され、吸水量を超えた分はマットの表面を流れるため、
張った直後から浸食を防止できる。
・下層のジュートフェルトは吸出し防止効果も持つ。
・大型機械、設置ヤードの確保が不要で、施工には特殊技術は必要ない。

掲載刊行物
建設物価（　有　）　掲載品目（のり面緑化材・のり面緑化工）



登録No. 1609

（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

１）軽量化による施工性の向上
２）構成部材の検討・開発

マイナス15℃の凍上･凍結防止効果試験により、マットを伏せた土壌では表層土の凍結が認められ
ず、保温効果が確認された。

施工事例

・凸凹の激しい法面では、出来るだけ植生マットが地山に密着するよう押さえ込んで張る。

（適用できる条件）
①自然条件
1,地質：軟岩、礫質土、砂質土、シルト、粘性土、有機質
2,土壌硬度：27㎜以上
3,法面勾配：1:0.5以下の緩勾配

②現場条件
1,作業スペース：材料置き場スペース　約50～60㎡（1000㎡の場合）
2,使用機械：アンカーピンの手打ちが困難な場合は、削岩機(15㎏級)、空気圧縮機(34PS)を使用す
る。

・真夏の施工は避ける。
・秋施工の場合は、植物が耐寒性を獲得できるように施工時期を設定する。
・pH4.5～7.0の範囲をはずれる場合は、種子配合の再検討・pH矯正をおこなう。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 法面緑化工法「リブマットグリーン工法」
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（適用できない条件）
・R-30：亀裂間隔10㎝以上の岩盤
・R-40：風化していない岩盤
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登録No. 1609

実績件数 公共機関： 1202 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県中部農林事務所 2015/11

静岡県中部農林事務所 2007/12

静岡県中遠農林事務所 2006/11

静岡県東部農林事務所 2004/8

静岡土木事務所 2004/3

国土交通省　富士砂防
事務所

2006/8

浜松市役所 2007/3

伊豆の国市役所 2006/10

静岡市役所 2003/11

日本道路公団　静岡工
事事務所

2002/12

平成15年度油山湯ノ島県単自然災
害防止工事

平成18年度富士山源頭域調査工事

治山（減災対策）登ノ段工事

復旧治山事業白井沢

平成18年度　治山（復旧）上松葉工
事

障害防止（洪水対策）東富士地区用
沢川1工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 法面緑化工法「リブマットグリーン工法」

工　事　名

第二東名藤枝第2ﾄﾝﾈﾙ開設工事

平成15年度県単治山事業清水興津
本町

市道韮７５２号線　斜面防災工事

林道高森山線改良工事

150

CORINS登録No.



登録No. 1609

施工後7ヶ月 施工後8年

岩盤法面　施工前 施工状況

製品姿 製品構造

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 法面緑化工法「リブマットグリーン工法」
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