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4.施工法

4. 施工法

4.1 施工手順

  テラメッシュ・ハイブリッド工法の施工フローを図 4-1 に示す。なお、テラメッシュ工法の

施工では、(2)補強材敷設工を省略する。

図 4-1 施工フロー

(1) 準備工等

地山掘削や基礎排水処理等を行った後、補強材(パラリンク)及びテラメッシュの設置にあたり、

敷設面を締固め機械で出来る限り平坦にする。

図 4-2 準備工

(2) 補強材(パラリンク)敷設工

整地した基礎地盤に第 1 層目の補強材(パラリンク)を敷設する。敷設にあたっては、「パラリン

ク敷網工法技術資料 第 12.2 版、平成 26 年 9 月」を参照されたい。

(1)準備工(整地工､排水工等含む) 

(2)補強材(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ)敷設工

(3)テラメッシュ設置工

(4)盛土工

(5)2 層目以降(2)～(4)繰返し
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(3) テラメッシュ設置工

テラメッシュ設置工の施工概念図を図 4-3 に示す。

テラメッシュユニットを第１層目のパラリンクの上面に設置し、ギャビオン（ふとん篭）を形

成する。ギャビオン(壁面材)のはらみ出し防止対策として、付写真 4-1 に示すように、木枠や鉄枠

等で壁面を固定した後に中詰め材(栗石等)を詰める。なお、付写真 4-2 に示すより背面側には吸出

し防止のために、ｔ＝10mm の不織布を設置する。

1. ユニットの設置 2. カゴ部材を展開 3. カゴ部組み立て

4. カゴ部に中詰材（栗石）を詰め，

壁背面に不織布を設置，撒出

し・敷均し締固めを行う

5. 土工完了後，２層目以後を繰返

し

＊テラメッシュの敷設に使用する重機は、かご工と同様にバックホウ程度である。

図 4-3 テラメッシュ設置工

付写真 4-1 はらみ出し防止枠

付写真 4-2 吸出し防止材設置状況（沖縄施工）
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4.2 テラメッシュ設置工

【テラメッシュの組立・施工】 

① ニットの設置 

付図 4-2 テラメッシュユニットの設置 

②ギャビオン部の組立

 ユニットで折りたたまれていたギャビオン部を付図 4-3 に示すように、折り目に沿って展開し、

組み立てる。各部材の接合部はレーシングワイヤーを用いて結束する。各パネルを結合するワイ

ヤーは PVC コーティングされた 3.2mm のレーシングワイヤーを用いる。
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付図 4-3 テラメッシュギャビオン部の組立

② テラメッシュの配置 

 テラメッシュの施工は、各々のテラメッシュを組立て積み重ねていく。各々のテラメッシュの

施工時のズレを防止するため、組立てたテラメッシュをレーシングワイヤーで結合する。結合の

要領を付図 4-4 に示す。 

付図 4-4 各テラメッシュの結合

【ギャビオン部のはらみ出し防止措置】

 テラメッシュ内に砕石(栗石)を詰め込む際、出来形を確保するため、ギャビオンのはらみ出し防

止措置を取る必要がある。

ギャビオン内部にブレス材を配置するものの、壁面が砕石(栗石)の詰め込み時に、はらむ可能性

がある。これらを防止するため、ギャビオン外部にはらみ出し防止枠を設置する。付図 4-5 には

らみ出し防止枠設置状況を示す。
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付図 4-5 はらみ防止枠設置状況

【ギャビオン内にブレス材を配置】

ギャビオンを組立後、ギャビオン内部にはらみ出し防止用のブレス材を付図 4-6 に示すよう

に配置する。ブレス材はギャビオン組立時に使用したレーシングワイヤーで、前面と背面のメッ

シュに図示するように通し、中間部でワイヤーを絞って、ブレス材とする。ブレス材の配置は、

高さ１m の場合、約 1/3 の位置で１箇所ずつ、高さ 50cm の場合、約 1/2 の位置で１箇所とする。

付図 4-6 ブレス材配置状況 
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【砕石充填作業手順】

 砕石充填作業手順を付図 4-7に示す。 

① ギャビオン高さの 1/3 程度まで砕石を充填する。 

② 1/3 の高さで，ブレス材を設置し，高さ 2/3 まで砕石を充填する。 

③ 2/3 の高さで，ブレス材を設置し，高さ 1まで砕石を充填する。 

④ 砕石が自然に沈下する可能性があるため，砕石を 30～50ｍｍ程度余裕で充填する。 

⑤ 蓋占め作業を行う． 

⑥ かご内の砕石の充填高さの差が 30cm を超えないようにする。 

付図 4-7 砕石充填作業手順 

④

⑤

⑥
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【吸出し防止材の設置】 

テラメッシュは、壁面材がギャビオン構造で排水性が高いことが特徴である。背面盛土部から

雨水が流入し、盛土材の細粒分がギャビオン部に流れ出し、排水性を損なう可能性がある。そこ

で、排水効果を維持するために、ギャビオン背面の盛土材との境界に、吸出し防止材を配置する

必要がある。

付図 4-8 に吸出し防止材配置状況図を示す。吸出し防止材は、厚さ 10mm の不織布を使用する。

付図 4-8 吸出し防止材配置状況図
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4.3 施工管理

（1）中詰材

ギャビオン(壁面材)の排水性を確保するため、中詰材は 100～250mm の栗石等を使用する。

 中詰材の施工は、人力施工を原則とし、乾燥密度を 17.5kN/m3以上とする。テラメッシュワイ

ヤーの保護や美観等を考慮して、栗石等のできるだけ平らな面を外側に配置するような配慮が望

まれる。

（2）壁面工の出来形管理

「国土交通省土木工事施工管理基準」のかご枠に準拠する。

高さ≦-100mm, 
延長≦-200mm 

（3）盛土工

盛土材の敷均し及び締固めは、「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル」に

準拠して施工する。

・盛土材の配置及び締固めは付図 4-8 に示す手順通り行う。 

・締固め作業は，ギャビオン背面から 1ｍ以内の領域では小型振動ローラ使用する。その他の

領域では重機を使用する。

・敷均し：締固め後の 1 層の仕上り厚さは最大 0.25m とする。

(試験施工を行わない場合には、路床に準じて 0.20m とする。) 
 ・締固め：乾燥密度によって規定する場合は、JIS1210 の A,B 法で 95%以上、C,D,E 法で 90%

以上に締固める。

・盛土材の最大含水が最適含水量の±1.5％以内を標準とする。

付図 4-8 盛土材配置及び締固め手順

1m 
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（4）安全管理

安全管理については、「土木工事安全施工安全施工技術指針」や「ジオテキスタイルを用いた補

強土の設計・施工マニュアル」等に準拠して施工する。

なお，高さ H>2m の場合は、前面側から壁面はらみ出し防止の作業及び転落防止柵設置のため

足場工を設置する。
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5. 維持管理

本工法の維持管理は、「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル 第二回改訂

版」（土木研究センター、平成 25年 12月）に準拠して行う。

補強土の維持管理は、一般に盛土や切土、擁壁等の一連の土工構造物の維持管理作業の一環と

して実施され、補強土のみが個別に行われることはない。ここでは、上記のマニュアルにおける

維持管理について、その概要を以下に紹介する。

5.1 基本方針

5.2 補強土の変状と対策

補強土壁において想定される変状とその要因、さらに調査、計画、設計、施工過程における主

な検討事項との関係ついて、マニュアルでは図 5-1 を例示している。

5.3 維持管理の方法

維持管理業務の一般的な流れとして、マニュアルでは図 5-2 を示している。

5.4 点検・保守

補強土壁の主な点検項目や点検個所として、マニュアルでは表 5-1 及び図 5-3 を示している。

 補強土の維持管理は、供用期間中における補強土としての機能を常時良好な状態に保

ち、災害を未然に防止することを目的として行う。

(1) 補強土の維持管理に当っては、災害に結びつく要因とその影響を把握し、異常な変

状の早期発見に努める。

(2) 補強土の維持管理により確認された異常や変状に対しては、それらが原因となって

生じる可能性のある事象を想定し、効果的な補修・補修対策を実施する。

 維持管理は、維持管理計画の立案から、点検・保守、応急対策・本復旧、さらにそれ

らの点検記録や補修履歴の記録の保存まで、状況に応じて計画的に実施することが必要

である。

 補強土の機能を維持するために、点検・保守は適切に行うものとする。
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図 5-1 補強土の変状と要因及び検討項目との関係例
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図 5-2 維持管理全体の流れ

表 5-1 補強土壁の点検項目と着眼点

点 検 項 目 着  眼  点 

壁
面
部 

壁面材の損傷 
壁面材のひびわれ，欠損，座屈等はないか 
また，その進展のおそれはないか 
破壊に結びつく著しい壁面材の変状や脱落はないか 

壁面等のはら
み出し沈下・段
差・前倒れ，目
地の開き等 

壁面等のはらみ出し，沈下，段差，または前倒れはないか 
また，その進展のおそれはないか 
壁面背後のこぼれ出し防止材の露出等はないか 
目地のずれ，開き，また，その程度はどうか 

盛土材の流出
等 

盛土材のこぼれ出し跡や空洞化，背面排水層からの土砂の漏出など
の異常はないか 
嵩石コンクリート等にひびわれ，段差，損傷等はないか 

基礎部分 

基礎地盤に隆起や沈下、基礎または本体の周辺が著しく洗掘されて
いないか 
壁面基礎工に傾斜や沈下はないか 
また，その進展のおそれはないか 

排水施設 
周辺の排水施設からの漏水箇所や溢水の後がないか 
壁面の目地等からの湧水・水のしみだし，排水工からの排水のにご
り，水量の変化，または排水施設の詰まりはないか 

嵩上げ盛土 
嵩上げ盛土部に劣化や腐食に悪影響を与える構造物が構築された
り、廃材などが投棄されたりしていないか 
クラックや崩落個所がないか 

構造物周辺の変状 
基礎地盤面にクラックや隆起，道路舗装面に段差やクラック，嵩上
げ盛土部や基礎フーチング等に変状はないか 
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(a)柔な壁面材（例えば剛性枠形式）による点検歌唱
図 5-3 補強土壁の点検個所

5.5 補修・補強対策

(1) 補強土の点検により変状・損傷が認められ、補強土の機能の低下や防災上の課題が
確認された場合には、必要な機能の回復並びに安全の確報のために補修・補強対策

等を行う。

(2) 補強土の点検により変状・損傷などによって、その機能に支障が認められる場合に
は、第三者や隣接する施設の安全確保を第一に考え応急的な対策を講じるものとす

る。

(3) 補強土の補修・補修に当っては、変状・損傷の原因、変状・損傷の位置やその程度
等について十分な調査・検討を行い、適切な対策を施すものとする。
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付録４．施工方法

4.1 施工手順 

準備工→パラリンク設置（ハイブリッド・テラメッシュ工法の場合）→テラメッシュ組み立て

→中詰材投入、盛土工→2段目以降繰り返し（→足場工）→完了

① 整地された面にパラリンクを設置する。

② ユニットで折りたたまれていたテラメッシュを展開する。

③ テラメッシュのギャビオン部を組み立てる。各部材の接合部はレーシングワイヤーを用い

て結束する。各パネルを結合するワイヤーは PVCコーティングされた 3.2mmのレーシン
グワイヤーを用いる。結束は、図示するように一重巻きと二重巻きを 10～15cm 間隔で交

互に配置して行う。
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④ 仕切りパネルを中央部に設置する。
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⑤ 仕切りパネルとギャビオンをレーシングワイヤーで接合する。

⑥ ギャビオン内部にはらみ出し防止用のブレス材を下図に示すように配置する。ブレス材は

ギャビオン組立時に使用したレーシングワイヤーで、前面と背面のメッシュに図示するよ

うに通し、中間部でワイヤーを絞って、ブレス材とする。ブレス材の配置は、高さ１m の

場合、約 1/3の位置で１箇所ずつ、高さ 50cmの場合、約 1/2の位置で１箇所とする。

ブレズ材設置状況
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⑦ 隣り合うテラメッシュ同士をレーシングワイヤーで接合する。

⑧ はらみを防止するため、ギャビオン外部にはらみ出し防止枠を設置する。はらみ出し防止

枠の材料は、単管パイプと木材との組み合わせ、あるいは木材、鋼材である。

⑨ 中詰材（栗石）を隙間ができないよう人力で下図の手順にて投入する。テラメッシュの高

さが 1mの場合、3段分けて投入する。過剰充填厚を 30～50mmとする。最後に蓋をして
レーシングワイヤーで接合し、閉じる. 

砕石充填手順（高さ 1m⇒３段，高さ 0.5ｍ⇒2段）
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⑩ 補強材部をピンで固定する。

⑪ ギャビオン背面の盛土材との境界に、吸出し防止材を配置する。吸出し防止材は、厚さ

10mmの不織布を使用する。余裕長 20cm程度確保する。

⑫ 背面の盛土の撒き出す。転圧仕上げ厚さ 25cmに対し、撒き出し厚は 30cm程度とする。
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⑬ 転圧を行う。仕上がり厚さは 25cmを標準とする。ギャビオン背面側から 1mはタンパで締
固めを行う。他の領域では重機で締固めを行う。

⑭ 背面盛土をギャビオン高さまで仕上げ、吸出し防止材を手前側に折り返す。

⑮ 次段は所定のセットバックし積み上げる。各段毎のテラメッシュ同士も接合する。

⑯ 2mを超える場合は、足場工を要する。

⑰ 以降、繰り返し。


