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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 5

□２.環境 □６.景観

□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
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（　％）　□2.同程度　■3.低下（8.7％）　番号： 3
2.工程 □1.短縮（　％）　□2.同程度　■3.増加（4.2％）　番号： 3
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： 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 株式会社テザック
株式会社日之出金網

販売会社 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?
植生マット上部に設置することにより、鹿の食害で発生する植生不良を防ぎ、マット
の地山への密着を図る工法である。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
植生マットの上に菱形金網を設置し、マットの地山への密着を図る工法。
・鹿の生息箇所では緑化植物が根元付近まで摂食されることで成長点が損なわれ、衰
退・枯死してしまい、植物による被覆が失われ表層浸食が進む。
・鹿の摂食の際の踏圧により、生育基盤が踏み荒らされる。
③公共工事のどこに適用できるのか?
法面緑化工の植生マット工に適用
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□1.工法　□2.機械　□3.材料　■4.製品　□5.その他

問合せ先

株式会社テザック 大阪市西区新町1-4-24

環境緑化グループ
06-6110-0003

塩入　圭介

06-6110-0006
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鹿の食害対策効果と緑化基礎工の効果を持つ特殊構造金
網

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

近畿地方整備局 平成26年1月31日

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 鹿止金網
収受受付年月日

平成29年9月5日

変更受付年月日

株式会社テザック

番号：
4

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

菱形金網を併用した植生マット工
-8.7%
-4.2%

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

KK-130040-A 評価なし

活用の効果



鹿止金網 登録No. 1628

（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

掲載刊行物
建設物価（　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）

鹿止金網併用工　積算資料

鹿止金網併用工　施工マニュアル

A-2

①鹿止金網を植生マット工の上に被せるように張る。
②アンカーピンを用いて地山に密着するように打設し、仕上げる。

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

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）
・特殊立体構造による製品重量の増加。
・イネ科植物以外に効果が認められない。

（長　所）
・3㎝の厚みがあり、網目を40㎜と小さくし鹿の口が入りにくくしているため、摂食されても
3㎝以上の草丈が確保でき、この草丈を確保できれば、イネ科植物の成長点は守られ衰退・枯
死は免れる。
・鹿は摂食の際に3㎝厚・網目40㎜の鹿止金網の上を歩くこととなり、生育基盤や植物体が直
接踏まれず、踏み荒らしを防ぐことができる。
・侵入防止柵はネットに隙間ができるなど頻繁にメンテナンスをする必要があるが、鹿止金
網は形状を保つ限り効果を発揮するため、メンテナンスが大幅に軽減される
・菱形金網と同様に、植生マットを地山に密着させる緑化基礎工の効果がある。
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（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.短縮（　％）　□2.同程度　■3.増加（4.2％）　 番号 1
新案番号 第3181677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今後の課題
製品価格のコストダウン。
②対応計画
採用件数を増やし、生産量を増加させる。

鹿の多く生息する地域において菱形金網と鹿止金網を施工し、施工後の植生の状態を確認し、菱形
金網施工箇所では草丈2㎝程度であり、鹿止金網施工箇所では草丈10㎝程度であった。

試験施工経過写真

鹿止金網の立体構造を損なわないように注意する。

（適用できる条件）
①自然条件
大雨、強風、積雪時は施工不可
②現場条件
作業スペース:1m×0.5m×3人=1.5㎡
仮置きスペース:1.2m×4m=4.8㎡(施工面積100㎡分)
③適用可能な範囲
植生マットへの併用:鹿止金網を植生マットの上に設置する。
食害対応可能鳥獣:ニホンジカによる食害に対応可能である。
④特に効果の高い適用範囲
鹿の生息が多く確認され、食害が予想される地域。

市場単価のラス張工の適用範囲外となる。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 鹿止金網
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（適用できない条件）
鹿止金網張りの際に基盤が乱される緑化工への併用。
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実績件数 公共機関： 68 民間：

発　注　者 施工時期
奈良森林管理署 2016/8

宗谷森林管理署 2016/7

紀の川ダム総合管理事
務所

2015/12

奈良森林管理事務所 2015/11

広島森林管理署 2015/10

広島森林管理署 2015/5

奈良森林管理事務所 2015/3

兵庫森林管理署 2014/10

奈良森林管理事務所 2014/3

群馬森林管理署 2013/9

1

CORINS登録No.

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 鹿止金網

工　事　名

梅田復旧治山工事

H25年度治山工事（折立）

大谷山山腹工事

堂平治山工事

犬房鳴山A地区災害復旧工事

高松山A地区災害復旧工事

坪内山腹工事

ウロンナイ川治山工事

猿谷ダム法面処理他工事

天川村川合緊急復旧工事
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新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 鹿止金網

A-5

製品姿 イネ科植物成長点保護イメージ

施工状況 植生保護状況

施工直後 施工後2年8ヶ月


