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副題

□１.安全・安心 □５.公共工事の品質確保・向上 2

□２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

□４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号： 6

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 3
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（11％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 □1.短縮（11％）　□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： 2
4.安全性 □1.向上　□2.同程度　□4.低下 番号： 2
5.施工性 □1.向上　□2.同程度　□5.低下 番号： 2
6.環境 □1.向上　□2.同程度　□6.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

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

（概要）

登録No. 1256

本技術は斜面の崩壊を防止し緑化する工法で、本技術の活用により斜面の景観・環境の
向上が期待でき、コストダウンが図れる。
本工法は、横枠の形状を薄い衝立状にすることにより、客土量を多くし、客土表面勾配
を緩くすることができ、客土の安定性と植物の発芽生育条件を向上させた。このため、
初期の客土浸食防止用の外来草本類が不要となり、在来植物や木本類の導入、かつ周辺
環境に影響された植物遷移を容易にすることができる。

〒300-4222茨城県牛久市南5丁目24-3

技術営業部 029-830-7655

石塚　義規 029-874-3399

1

問合せ先

株式会社リテック 〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-4

技術部 0422-20-6816

永田　幸嗣 0422-20-6817

株式会社リテック

平成17年2月1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 登録番号 評価結果

関東 平成18年7月14日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 リフレーム工法
収受受付年月日 平成18年11月2日

変更受付年月日

客土拘束型吹付枠工 開発年

分類

株式会社リテック

□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)

KT-060046 評価試行方式(A)

活用の効果

フリーフレーム工法

□1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他
番号：

1

1-1-3.共通工／法面工



リフレーム工法 登録No. 1256

リフレーム工法

（施工方法）

（施工単価等） 1(2)

（適用条件）

A-2

１．現地踏査
　　施工現場およびその周辺の地山状況（亀裂、湧水等）、植生状態を踏査する。
２．枠架設工
　　縦横型枠および鉄筋を法面に設置し、アンカーを用いて固定する。
３．養生工
　　モルタル吹付工に先立って枠内をシート等により養生する。
４．モルタル吹付工
　　縦横枠部にモルタルを吹付け、吹付枠を造成する。
５．枠内客土工
　　現場に応じて選定した方法で、枠内に客土詰めする。
６．緑化工
　　現場に応じて選定した方法で、客土上に緑化工を施す。

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

「森林整備必携－治山林道設計編　森林整備事業標準歩掛」に準じ、自社歩掛を作成

リフレーム工法直接工事費
枠断面１５０タイプ　　　　8,715円／m2
枠断面２００タイプ　　　 13,679円／m2
枠断面３００タイプ　　　 15,328円／m2

「リフレーム工法見積参考資料」は別途添付する。

１．現場条件
施工機械（最大３ｔ）および資材が搬入でき、吹付プラントヤード（約200ｍ2）が吹付位置か
ら水平距離100ｍ、垂直距離45ｍ以内に確保できること。
２．自然条件
【天候】モルタル吹付は原則として極暑気、極寒気（気温30℃以上または4℃以下）および強
風時の施工は避ける。
【土質】硬岩、軟岩、レキ質土、砂質土、粘性土
【法勾配】１：０．３より緩い勾配の斜面。

新技術概要説明資料（２／５）

新技術名称

○横枠の断面形状を正方形から厚さの薄い衝立状に変え、横枠の配置間隔を狭くした。それに
より、棚状の客土ポケットが構築され横枠天端まで客土することで大容量かつ緩勾配の植物生
育基盤を造成でき、植物の発芽生育条件が良くなる。また、客土の表面勾配が緩く客土材の浸
食抵抗が増加し、外来草本による初期の基盤保護を軽減でき、木本類の導入が容易になる。そ
の結果、急勾配斜面においても苗木の植栽や飛来種子等の活着が容易となり、斜面の景観・環
境が向上する。
○横枠形状を変えることにより、客土材に現地発生土等の土砂を使用しやすくなるとともに横
枠のコンクリート吹付容量が減少する。
その結果、植生基材吹付工に比べコストダウンを図れ掘削残土処理費を軽減できる。
○従来工法で併用される植生基材吹付工は、基盤表面が地山斜面と同じ勾配となり、急斜面で
は植物の発芽生育に適した角度と充分な客土量を確保しにくい。また、初期の浸食防止のため
外来草本類を主体とし、植物遷移を阻害する原因となっていた。



登録No. 1256

リフレーム工法

（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

積算資料等

施工管理基準資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2
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

KY-05-011-D

証明年月日 証明年月日

評価・証明 平成18年5月10日

証明機関 証明機関

横浜市道路局技術監理課

制度等の名称 制度等の名称

新技術・新工法の登録

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 株式会社リテック

資料-4（リフレーム工法見積参考資料）

資料-2（リフレーム工法施工要領）
【枠幅、枠高】設計値以上　【縦枠間隔】設計値±10%　【横枠間隔】勾配により変化
※横枠は水平に設置するため、同一斜面で勾配が変化する場合には間隔が変化する。

資料-1（リフレーム工法カタログ）資料-3（リフレーム工法設計資料）資料-5（工事費工期比
較資料）資料-6（リフレーム工法構造図）
「道路土工－のり面工・斜面安定工指針」（日本道路協会）
「のり枠工の設計施工指針」（全国特定法面保護協会）

・斜面に湧水がある場合には、現場に合った湧水処理を行った上で施工する。
・施工および品質の管理は「リフレーム工法施工要領」に基づいて行う。
・吹付枠の維持管理に関しては「のり枠工の設計・施工指針」(全国特定法面保護協会)の第6
章維持管理に準じる。

・飛来種子(シードレイン)を法枠内客土上に定着させる捕捉ユニットの開発。
・現地の埋土種子(土壌シードバンク)の収集方法と枠内客土上への利用方法の開発。
・在来植物を使用した植生シートと植生マットの開発。
・播種工と先駆植物、陽樹、陰樹による緑化効率の実験。

計画中

新技術概要説明資料（３／５）

新技術名称 リフレーム工法

A-3



A-4

登録No. 1256

リフレーム工法 公共機関： 4 民間：

発　注　者 施工時期
民間 平成17年2月1日

東京都桧原村 平成18年2月1日

山梨県富士吉田市 平成18年3月1日

民間 平成18年4月1日

山梨県峡南林務環境事
務所

平成18年9月1日

山梨県峡南林務環境事
務所

平成18年10月1日

山崎邸斜面復旧工事

堂平復旧治山工事

目黒海福寺造成工事

柳沢林道崩壊法面保護工事

旭地内市有林山腹防護工事

新技術概要説明資料（４／５）

新技術名称 リフレーム工法

2

CORINS登録No.

施
工
実
績

工　事　名

湯町予防治山工事



登録No. 1256
リフレーム工法

横枠形状と地山、客土勾配概要図

RE-150(施工直後) RE-150(施工6ヶ月後)

RE-200(手前)、RE-150(奥) RE-200(花木植栽)

新技術概要説明資料（５／５）

新技術名称 リフレーム工法

A-5


