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注 1）：土壌酸度の改善措置が不可能な場合はブロック張工などの構造物工のみの適用を検討する。
注 2）：吹付厚さは緑化目標も考慮して決定する。
注 3）：植生マットを適用する場合には、植生基材が封入されたもので、その機能が同条件での植生基材吹付工の吹付厚さに対応した製品を使用する。

〔出典：参図 8-3　のり面条件を基にした植生工の選定のフロー（草本類播種工等）：「道路土工 - 切土工・
斜面安定工指針」（㈳日本道路協会 平成 22 年 4 月）〕

 「平成 24 年度版 災害手帳」P410、411より引用（のり面条件を基にした植生工の選定フロー）
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●製品適用の目安

工種 適用土質／製品 砂質土 粘性土 礫質土 岩塊・玉石※
軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 掲載

A B

植生基材マット
グリーンフォーマットメガタイプ P3

グリーンフォーマットT50 P3
グリーンフォーマットT30 P3

植生マット かまくらマット肥料袋付 P4
森樹郎マット P5

植生シート ドレーンシートHA P5
侵食防止シート ドレーンシート P5

⃝この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30％程度のものです。

NISSHOKUの環境緑化製品は
全国の災害対策工事で利用されています！
のり面の災害復旧工事として「植生マット・シート工」の選定が可能です！
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 CB-010046-V

間伐材利用植生マット工法
森樹郎（シンキロウ）
マット工法
その他（法面保護工）

 SK-030024-A

樹木導入用ヤシ繊維植生マット
樹太郎（キタロウ）マット
その他（法面保護工）

 KK-060020-A

自然侵入の促進を図る植生誘導マット工
飛来ステーション工法
その他（法面保護工）

日植の「NETIS 震災復旧・復興支援サイト※」登録技術

※NETIS 震災復旧・復興支援サイトは、新技術活用システム（NETIS）に登録された技術を対象として、震災復旧・復興に
資する技術をNETIS 申請者より募り、広く情報提供することで、震災復旧・復興の現場における活用を支援するサイトです。

 CB-090029-A

金網付植生マット工法
かまくらマット肥料袋付
植生マット工法
その他（法面保護工）

 CB-090002-A

のり面侵食防止シート工法
ドレーンシート工法
その他（法面保護工）

 KT-980314-V

完全腐食性植生ネット工法
ペパール工
その他（法面保護工）

 CG-040015-V

野芝付ジオテキスタイル多自然護岸工
グリットシーバー工法
補修・修復（河川護岸・海岸）
その他（法面保護工）

河川工法

のり面保護工

※準推奨技術：公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期的な新技術。

平成24年9月1日現在



3

メガタイプ T50・T30

施工例

グリーンフォーマット　メガタイプ工　　　　　　　 ￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費 グリーンフォーマット　メガタイプ 1m×2m ㎡ 120
アンカー φ9㎜　L=200㎜ 本 461

労務費
法面工 人 4.7

普通作業員 人 2.3
土木世話役 人 2.3

諸雑費 ％ 5.0
合計

グリーンフォーマット　T50工　　　　　　　　  　￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費
グリーンフォーマット　T50 1m×3m ㎡ 120

アンカー φ16㎜　L＝400㎜ 本 87
アンカー φ9㎜　L=200㎜ 本 374

労務費
法面工 人 4.5

普通作業員 人 2.2
土木世話役 人 2.2

諸雑費 ％ 5.0
合計

グリーンフォーマット　T30工　　　　　　　　  　￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費
グリーンフォーマット　T30 1m×5m ㎡ 120

アンカー φ16㎜　L＝400㎜ 本 65
アンカー φ9㎜　L=200㎜ 本 396

労務費
法面工 人 3.3

普通作業員 人 1.6
土木世話役 人 1.6

諸雑費 ％ 5.0
合計

NETIS  CB-010046-V
間伐材利用植生マット工法

「森樹郎（シンキロウ）マット工法」

軟岩のり面の
復旧に！

間伐材利用植生基材マット

グリーンフォーマット

軟
　
岩

1．確実な緑化が可能です。
2．環境にやさしく、機能的に優れた素材

を利用しています。
3．簡単施工で省力化が図られます。

・軟岩のり面の緑化

➡施工
直後

➡生育後

➡施工
直後

➡生育後

➡施工
直後

➡生育後

Ⓡ

用途

特長

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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施工例

かまくらマット 肥料袋付工　　　　　　　  　　　　￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費
かまくらマット 肥料袋付 1m×10m、亀甲金網付 ㎡ 120

アンカー φ9㎜　L＝200㎜ 本 162
止め釘 L=150㎜（プラワッシャー付） 本 339

労務費
法面工 人 1.4

普通作業員 人 0.7
土木世話役 人 0.7

諸雑費 ％ 5.0
合計

NETIS
CB-090029-A

金網付で安定した復旧に！
亀甲金網・ヤシ繊維ネット・肥料袋付植生マット

かまくらマット肥料袋付

1．肥料袋による安定した緑化が可能です。
2．凍上、積雪・融雪、小落石に対し強い保護

効果があります。
3．環境にやさしい素材を利用しています。

・礫質土、岩塊・玉石土の緑化
・積雪のある寒冷地での緑化

切
　
土

➡施工
直後 ➡生育後

➡生育後

特長

用途用途

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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切
　
土

施工例

ドレーンシート・ドレーンシートHA工　　  　　　　￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費
ドレーンシート

ドレーンシートHA 1m×10m（プラワッシャー付） ㎡ 110

止め釘 L=150㎜ 本 441
労務費 普通作業員 人 1.8
諸雑費 ％ 5.0
合計

森樹郎マット21・森樹郎マット工　　　　　　　  　￥　　／㎡（100㎡当たり）
項目 名称 規格 単位 数量 単価 金額

材料費
森樹郎マット21・森樹郎マット 1m×10m ㎡ 120

アンカー φ9㎜　L＝200㎜ 本 162
止め釘 L=150㎜（有機orプラワッシャー付） 本 339

労務費
法面工 人 1.6

普通作業員 人 0.8
土木世話役 人 0.8

諸雑費 ％ 5.0
合計

NETIS  CB-010046-V
間伐材利用植生マット工法

「森樹郎（シンキロウ）マット工法」

切土のり面の
復旧に！

間伐材利用植生マット

森樹郎マット

強い侵食が予想されるのり面に！

盛
　
土

施工例

Ⓡ

のり面侵食防止シート

ドレーンシート
のり面侵食防止植生シート

ドレーンシート HAⓇ Ⓡ

NETIS
CB-090002-A

NETIS
CB-090002-A

➡
➡

➡
➡

生育後

生育後

施工後

施工後

1．肥料袋による安定した緑化が可能です。
2．間伐材を有効利用し機能性がアップして

います。
3．環境にやさしい生分解性樹脂ネット素材

を利用しています。（森樹郎マット21）

1．耐侵食に優れた効果があります。
2．泥水抑制に優れた性能があります。

・砂質・粘性・礫質土の緑化

・のり面の侵食防止
・侵入植生による緑化（ドレーンシート）
・砂質・粘性土の緑化（ドレーンシートHA）

特長

特長

用途

用途

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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河
川
・
海
岸

工　　　　法 設計流速（m/s） 適用条件等

張芝
・平水位では浸食せず、確実に活着するまで流

水にさらされない部分に適用。
・平水位以下では寄せ石、木柵、かご系根固め

工と組合わせて使用。

キョ―リョッカー21
NETIS SK-110011-A

・平水位では浸水せず、確実に活着するまで流
水にさらされない部分に適用。

・平水位以下では寄せ石、木柵、かご系根固め
工と組合わせて使用。

ジオテキスタイル

・転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に適用
する。

・覆土を行い、植生の確実な活着を図る。　
・上下流端部及び天端部、のり尻部には、めく

れ対策を行う。

グリットシーバー V3

・転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に適用
する。

・覆土を行い、植生の確実な活着を図る。
・上下流端部及び天端部、のり尻部には、めく

れ対策を行う。

グリットシーバー
NETIS CG-040015-V

・転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に適用
する。

・上下流端部及び天端部、のり尻部には、めく
れ対策を行う。

ブロックマット

・転石が少ない河川や水衝部以外の箇所に適用
する。

・上下流端部のすり付け部の処理を確実に行う。
・アンカーピン等によるすべり止め対策を施す。
・残土等により基礎部の寄せ石やのり面部に覆

土を行い、植生の復元を図る。

植生蛇籠
・転石が少ない河川に適用する。
・掘込河道に適用。
・上下流端、天端部やたれ部のめくれ対策が必

要。

かごマット（平張）

・転石が少ない河川に適用する。
・掘込河道に適用。
・強い酸性又は塩分濃度の高い場所では適用し

ない。
 （鉄線が腐食対策されている場合を除く。）

連節ブロック

・残土等により基礎部の寄せ石やのり面部に覆
土を行い、植生の復元を図る。

・連結材に鋼線を使用する場合、強い酸性又は
塩分濃度の高い場所では適用しない。

 （鉄線が腐食対策されている場合を除く。）

護岸工法設計流速関係表

護岸ののり勾配が1：1.5より緩い場合に適用する工法

2　　　　3　　　　4　　　　5

流れに強いNISSHOKUの芝生河川工法

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本表は「美しい山河を守る災害復旧基本方針」より抜粋したものに弊社の工法を加えたものです。
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■ 標準規格

品番 製品規格 材料
幅 長さ ネット 芝

GS-8 1.05m（0.9m） 3.0m（2.8m） 特殊ジオテキスタイル　強度40.0kN/m以上 野芝
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）内は芝付寸法

野芝付ジオテキスタイル

グリットシーバー

河
　
川

施工直後から耐流速性を発揮
野芝とジオテキスタイルネットが一体化構造となっているため、植生の活
着前でも耐流速性を発揮します。また、不織布も一体化させることで、吸
出抑制効果も有します。

流速5m/s対応！
ジオテキスタイルネットの連続構造
のり尻からのり肩まで、ジオテキスタイルネットによる連続構造を形成し、両
端を固定するため、流速5m/sに対応できます。

コスト縮減・工期短縮
重機を使わない人力施工のため、排ガスのないクリーンな施工ができます。
また、同等の耐流速性を示す従来工法に比べてコストダウンが実現します。

Ⓡ

工期短縮とコスト縮減を両立！
画期的な植生技術で護岸をつくる。

NETIS
CG-040015-V

施工例

➡施工
直後

➡活着後

➡施工
直後

➡活着後

福島県 岡山県

青森県

青森県

岡山県
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施工例

■ 標準規格　　　　　　　 
ジオテキスタイルネット 不織布 製品規格

グリッド目合（㎜） 基布 長さ 幅 ネット 備考

6×6 ポリエステル（アクリル被覆）ポリエステル
A タイプ 10.00m 1.05m 2本 /包（20㎡） 種子・肥料付
B タイプ 25.00m 1.05m 2本 /包（50㎡）

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

不織布付ジオテキスタイル

グリットシーバー V3

河
　
川

➡施工
直後

群馬県

優れた耐流速性能
引っ張り強度を特定したジオテキスタイルにより、高い流速安定性能を発揮
します。

簡単施工で多様な植生護岸の形成
グリットシーバーV3張付後、覆土をすることにより早期に安定した多様な植
生による護岸形成が実現できます。

全面に不織布を一体化させ、
ネットによる補強効果と早期緑化を
実現した護岸工法です。

種子・肥料を付着させた A タイプ、現地植生の復元や多様
な植生の導入ができる B タイプと、施工場所に合わせた製品
選択が可能です。

Ⓡ

➡生育後

➡生育後
群馬県

静岡県
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■ 標準規格

仕様 製品規格 材料
幅 長さ ネット 芝

1m 1m 2m 生分解性樹脂 ストレス耐性野芝
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）内は芝付寸法

ストレス耐性大型ネット付野芝

キョーリョッカー 21

河
川
・
海
岸

ストレス耐性とは
キョーリョッカー 21は活着後、乾燥・塩害・土壌 pH（酸性・アルカリ性）など
に対応できるストレス耐性野芝です。そのヒントは、海中に根をおろすマン
グローブが教えてくれました。これらが持つ特殊なアミノ酸は、細胞壁を強
化し塩類による脱水を抑制しています。これを野芝に含有させることにより、
ストレス耐性の高い野芝に生まれ変わりました。

大型ネット付野芝によるメリット
1．施工性の向上と工期の短縮が図られます。
2．目地が少ないため、めくれや表層土壌の流出が生じにくく、雑草の侵入
を低減できます。

3．大型形状のため、不陸の発生が少なくきれいに仕上がります。
4．自重があるため、平坦地の施工の際は止め串等が必要ありません。
5．野芝とネットが絡み合った構造のため、輸送や施工時のバラケ等による
損傷が少なく、安定した品質を維持できます。

ストレス耐性野芝のメリット
1．散水管理の低減。
2．塩害の影響を受ける箇所でも有効。
3．酸性土壌、アルカリ性土壌でも適応力が高く、土壌改良費用の削減や
造成費のコストダウンが可能。

Ⓡ

NETIS
SK-110011-A

ストレスに対し高い耐性を持たせた
野芝と補強ネットを絡めることで、
幅広い用途に対応します。

施工例

➡施工
直後

➡活着後

➡施工
直後

➡活着後

岡山県 秋田県

福井県

静岡県

岐阜県
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■ 標準規格
品　　番 MARSOL PE900H MARSOL PP300H
素　　材 ポリエチレン ポリプロピレン

サイズ（m） 1.1φ×1.1H 1.1φ×1.1H
容　　量 1㎥ 1㎥

最大充填質量 20kN/㎥ 20kN/㎥
耐候性試験 900時間クリア 300時間クリア

■ 標準規格
品　　番 材　　質 サイズ（m） 重　　量

2型 FRP樹脂 103×208×110㎝ 約50kg
4型 ABS樹脂 54×54×28㎝ 約5kg

16型 ABS樹脂 １０８×１０８×２８㎝ 約２０kg

■ 標準規格
名　　称 素　　材 製品規格

幅 長さ
ワラコモ ワラ、麻（ジュート）糸 １．０ｍ ４０ｍ
麻コモ ジュート繊維 １．０ｍ ―

■ 標準規格
原　　反 ポリプロピレン1670デシテクス15本×15本（2.54センチ間）
直　　径 1100㎜φ 吊りベルト 70㎜又は100㎜
高　　さ 1100㎜h
投 入 口 全開×750㎜h
容　　量 1000リットル

全国防災協会設置ガイドライン適合品

耐候性大型土のう
ワンウェイフレキシブルコンテナ

サンジャンボ

900時間もしくは300時間におよぶ
耐候性試験をはじめとする
厳しいガイドラインをクリア。

強力なPP糸を使用し抜群の強度で
さらに本体質量が軽く作業効率を
アップさせたスーパーフレコンです。

世界最速レベル！！ 一刻を争う緊急災害時。
コストの縮減が求められる土木現場で
必ずお役に立ちます。

完全分解する天然素材を使った
マルチング材。
植栽苗等をやさしく保護します。

世界最速

袋詰め器／土のう製作器
環境にやさしい素材

マルチング材

資
　
材

麻コモ

ワラコモ

4 型

2 型

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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■ モバイルソーラー製品仕様
型　　式 NMS-U24S
本体寸法 （W）510×（H）114×（D）130〜1000
本体質量 約3kg

ソーラーシート 16Wアモルファス太陽光発電シート
内蔵バッテリー 12Vニッケル水素蓄電池（2Ah/DC12V）
内蔵バッテリー

充電時間
約5時間　太陽光発電 ※1
約4時間　充電用ACアダプター（G-A03）

公称出力電圧 DC11V〜13.5V
公称出力 20W（最大24W）
防 水 性 IP13 ※2

付 属 品
・ G-C04 連結ケーブル
・ G-A02 USB出力ケーブル
・ G-A03 充電用ACアダプター
・ G-A04 DC/ACインバーター

※1　日照条件や発電状態により異なります。
※2　濡れたまま使用しないで下さい。必ず本体を乾燥させてからご使用下さい。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■外部バッテリー製品仕様
型　　式 NMS-B24
本体寸法 （W）115×（H）100×（D）85
本体質量 約0.8kg

内蔵バッテリー 12Vニッケル水素蓄電池（2Ah/DC12V）
内蔵バッテリー

充電時間
約5時間　太陽光発電 ※1
約4時間　充電用ACアダプター（G-A03）

公称出力電圧 DC11V〜13.5V
公称出力 20W（最大24W）
防 水 性 IP13 ※2

付 属 品 ・ G-C01 連結用ケーブル（予備ヒューズ付き）
・ G-P02 収納袋

※1　日照条件や発電状態により異なります。
※2　濡れたまま使用しないで下さい。必ず本体を乾燥させてからご使用下さい。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

その場で発電、いますぐ使える！

モバイルソーラーユニット

らくらく設置で遊休地を遊ばせない

防草発電シート

遊休地があっという間に発電施設！
薄い・軽い・曲がる “フィルム型アモルファス太陽電池モジュール”
を使用することにより、傾斜地や道路の路肩、河川敷など、従
来の太陽光パネルでは対応できなかった場所への設置が容易に
なり、多くの遊休地を有効に活用できます。また、非常時に活
用できる電源として期待できます。

災害時等の緊急電源確保はコレ！
防草発電シートと同じアモルファス太陽電池モジュールを採用。
蓄電池を内蔵しているので、雨天時や夜間でも使用可能です。
緊急災害用備蓄品として最適です。

いろいろなシーンで使える！
日植のモバイルソーラーユニットは、電気を使うために最低限必要
なアイテムを1梱包にセット。緊急時はもちろん、アウトドアやイベント、
日常生活にも活躍します。

2台を連結すれば出力アップ！
付属の連結ケーブルを使用して2台を連結すれば出力倍増！さらに外部
バッテリー（オプション）を接続すれば、長時間の利用を可能にします。

簡単施工！ 簡単復旧！
固定ピンで固定するだけの簡単施工で、土地の造成や基礎、
架台設置など大規模工事は不要です。原形への復旧や移動・
再設置も速やか且つ容易に行え、廃棄物もほとんど出ません。

遊休地が太陽光発電システムとなり、
創エネルギーに貢献します。

日植の巻取り型小型太陽光発電システム。
家庭にオフィスに避難指定施設にこの1台！

防
草
発
電
・
太
陽
光
発
電

再生可能エネルギー固定価格買取制度対応！！

10月1日発売！！

外部バッテリー（オプション）
NMS-B24
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