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■ テラセル擁壁工法／登録番号：KT-090023-VE（2020年3月掲載満了）

■ テラセルマットレス工法／登録番号：CG-160016-VR

施　主：東京電力株式会社
工事名：熊川第一発電所 搬出入路整備工事
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：4.95m　■ 壁面積：120㎡

擁壁タイプ 鉄塔基礎強化復旧
施　主：北陸電力株式会社
工事名：新富山北笹津線 No.75敷地保全工事

擁壁タイプ 鉄塔基礎強化復旧

施　主：北陸電力株式会社
工事名：粟津線 No.25クレーン基礎対策工事
■ 概要：T-200MP×2段

平面タイプ
施　主：北陸電力株式会社
工事名：金沢保線所高松線 No.29鉄塔押さえ盛土工事
■ 壁面勾配：1：1.0　■ 壁高：3.45m　■ 壁面積：45㎡

擁壁タイプ 緑化仕様

鉄塔基礎強化復旧 鉄塔基礎強化復旧

鉄塔基礎のり面強化復旧 鉄塔基礎強化復旧

施　主：東京電力株式会社
工事名：鹿島線 No.153～173鉄塔立替工事ならびに
　　　　関連除去工事（1工区）
■ 概要：T-150MP×3段

平面タイプ クレーン基礎
施　主：北陸電力株式会社
工事名：日本碍子石川工場支線
　　　　新設工事 ピット基礎軟弱地盤対策工事
■ 概要：T-200MP×2段

平面タイプ ピット工事

電力関連 用途事例 電力関連 用途事例

施　主：中国電力株式会社
工事名：220kV広島東幹線一部補修工事4工区
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：2.55m　■ 壁面積：52㎡

擁壁タイプ
施　主：中国電力株式会社
工事名：110kV神野瀬線NO.1～18 経年鉄塔建替工事
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：1.05m　■ 壁面積：45.6㎡

擁壁タイプ

施　主：中部電力株式会社（シーテック株式会社）
工事名：長野県諏訪・鉄塔株式会社 のり面保護工事
■ のり面勾配：1：1.0～1.5　■ 型式：T-100SP　■ のり面積：87.5㎡

のり面タイプ
施　主：東京電力株式会社
工事名：中東京幹線山線 ＃100
■ 壁面勾配：1：0.8　■ 壁高：3.45m　■ 壁面積：62.4㎡

擁壁タイプ

のり面・地盤『強化＆復旧』対策工法
インフラ整備・災害復旧工事に貢献する



施　主：JR東日本
工事名：磐越西線 法面復旧工事
■ 壁面勾配：1：1.2　■ 壁高：4.0m　■ 壁面積：40㎡

擁壁タイプ

施　主：鉄道・運輸機構
工事名：三陸鉄道南リアス線 盛・吉浜間災害復旧工事

RRS 工法
施　主：JR東海
工事名：身延線 西富士宮災害復旧工事
■ 壁面勾配：1：0.8　■ 壁高：2.7m　■ 壁面積：15.1㎡
■ のり面勾配：1：1.1～1.8　■ 形式：T-100LP　■ のり面積：89.5㎡

擁壁タイプ のり面タイプ 擁壁タイプ

のり面タイプ

のり面タイプ

施　主：JR東日本
工事名：信越本線 柿崎・米山間法面侵食対策工事
■ のり面勾配：1：1.2～1.5　■ 型式：T-100SP　■ のり面積：860㎡

のり面タイプ
施　主：東武鉄道株式会社
工事名：東武野田線 馬込沢駅乗降場改修工事
■ のり面勾配：1：1.5　■ 型式：T-100MP　■ のり面積：30.6㎡

のり面タイプ

施　主：JR東日本 仙台土木技術センター
工事名：東北本線 梅ヶ沢水路法面保護工事
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：0.45m　■ 延長：260m

擁壁タイプ

鉄道関連 用途事例テラセル工法 立体ジオシンセティックス／ジオセル工法

施　主：JR東海
工事名：下川合・中部天竜間のり面修繕工事
■ 壁面勾配：1：0.8～1.0　■ 壁高：8.0m　■ 壁面積：143.1㎡

擁壁タイプ

施　主：愛知環状鉄道株式会社
工事名：末野原駅通信機器新設その他工事
■ 壁面勾配：1：0.15　■ 壁高：2.1m　■ 壁面積：14.4㎡
■ のり面勾配：1：1.5　■ 形式：T-100MP　■ のり面積：56.3㎡

施　主：東武鉄道株式会社
工事名：東武日光線 災害復旧工事 A・B工区
■ 壁面勾配：1：1.2　■ 壁高：6.75m　■ 壁面積：1387.3㎡

擁壁タイプ

施　主：京成電鉄株式会社
工事名：日暮里駅総合改善事業
■ のり面勾配：1：1.5～2.0　■ 型式：T-100MP　
■ のり面積：727㎡

施　主：JR西日本
工事名：摂津富田・茨木間新駅設置他工事
■ のり面勾配：1：1.5　■ 型式：T-100LP　■ のり面積：250㎡

のり面タイプ

施　主：JR九州
工事名：波野・滝水間67k725付近築堤崩壊災害復旧
■ 壁面勾配：1：1.5　■ 壁高：3.7m　■ 壁面積：153㎡

擁壁タイプ

■ 軽量・コンパクト・フレキシブルな製品　　■ コンクリート不使用で工期短縮が可能
■ 特殊作業のない簡単施工　　　　　　　　　■ 優れた耐久性

擁壁工法 のり面保護工法
表層の侵食・すべり防止 表層の侵食・すべり防止

擁壁・のり面保護・砕石舗装・構造物基礎など
　　　　鉄道分野、電力分野の工事において様々な場面で活躍します。

テラセル擁壁工法
テラセル擁壁工法とは、展開したテラセル（ジオセ
ル）に現地発生土や砕石を充填し、段積みすること
で擁壁を構築し、切土・盛土のり面を保護する工法
です。

テラセルのり面保護工法
テラセルのり面保護工法とは、1：1.2 以上の緩い
勾配ののり面にテラセルを平面的に展開し、発生土
もしくは砕石を充填することにより、表層の侵食を
防止するとともに、植生基盤を安定させる工法です。

テラセルマットレス工法
テラセルマットレス工法とは、テラセルと砕石との
せん断抵抗により、テラセルマットレス上に設置す
る構造物の荷重を分散させ、基礎地盤の支持力不足
を改善する工法です。

テラセル砕石舗装工法
テラセル砕石舗装工法とは、路盤上に展開したテラ
セルに砕石またはグリズリアンダー材を充填し、テラ
セルの拘束効果により安定した砕石舗装面を構築す
ることで、車両の輪荷重を分散し、轍掘れや不等沈
下を軽減して砕石舗装の強化・安定を図る工法です。

鉄道関連

擁壁工法
鉄塔基礎強化復旧

マットレス工法・砕石舗装工法
クレーン基礎

高い耐圧強度高い耐圧強度

電力関連

NETIS

NETIS
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新潟営業所／ 〒950-0087  新潟市中央区東大通 1-2-25 TEL.025-245-3141
名古屋支店／ 〒460-0022  名古屋市中区金山 1-12-14 TEL.052-331-1515
大 阪 支 店／ 〒543-0013  大阪市天王寺区玉造本町 1-28 TEL.06-6761-0077
広島営業所／ 〒732-0827  広島市南区稲荷町 5-18 TEL.082-568-4400
福 岡 支 店／ 〒816-0912  福岡県大野城市御笠川 3-13-5 TEL.092-503-8979

22.5.1.5K
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NETIS 国土交通省新技術情報提供システム
■ テラセル擁壁工法／登録番号：KT-090023-VE（2020年3月掲載満了）

■ テラセルマットレス工法／登録番号：CG-160016-VR

施　主：東京電力株式会社
工事名：熊川第一発電所 搬出入路整備工事
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：4.95m　■ 壁面積：120㎡

擁壁タイプ 鉄塔基礎強化復旧
施　主：北陸電力株式会社
工事名：新富山北笹津線 No.75敷地保全工事

擁壁タイプ 鉄塔基礎強化復旧

施　主：北陸電力株式会社
工事名：粟津線 No.25クレーン基礎対策工事
■ 概要：T-200MP×2段

平面タイプ
施　主：北陸電力株式会社
工事名：金沢保線所高松線 No.29鉄塔押さえ盛土工事
■ 壁面勾配：1：1.0　■ 壁高：3.45m　■ 壁面積：45㎡

擁壁タイプ 緑化仕様

鉄塔基礎強化復旧 鉄塔基礎強化復旧

鉄塔基礎のり面強化復旧 鉄塔基礎強化復旧

施　主：東京電力株式会社
工事名：鹿島線 No.153～173鉄塔立替工事ならびに
　　　　関連除去工事（1工区）
■ 概要：T-150MP×3段

平面タイプ クレーン基礎
施　主：北陸電力株式会社
工事名：日本碍子石川工場支線
　　　　新設工事 ピット基礎軟弱地盤対策工事
■ 概要：T-200MP×2段

平面タイプ ピット工事

電力関連 用途事例 電力関連 用途事例

施　主：中国電力株式会社
工事名：220kV広島東幹線一部補修工事4工区
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：2.55m　■ 壁面積：52㎡

擁壁タイプ
施　主：中国電力株式会社
工事名：110kV神野瀬線NO.1～18 経年鉄塔建替工事
■ 壁面勾配：1：0.5　■ 壁高：1.05m　■ 壁面積：45.6㎡

擁壁タイプ

施　主：中部電力株式会社（シーテック株式会社）
工事名：長野県諏訪・鉄塔株式会社 のり面保護工事
■ のり面勾配：1：1.0～1.5　■ 型式：T-100SP　■ のり面積：87.5㎡

のり面タイプ
施　主：東京電力株式会社
工事名：中東京幹線山線 ＃100
■ 壁面勾配：1：0.8　■ 壁高：3.45m　■ 壁面積：62.4㎡

擁壁タイプ

のり面・地盤『強化＆復旧』対策工法
インフラ整備・災害復旧工事に貢献する
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