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技術名称 トリグリッド 担当部署 岡三リビック株式会社 

NETIS 

登録番号 

KT-110039-VE 

令和 2年度準推奨技術 
担当者 岡三リビック（株）木村壮一 

開発会社 岡三リビック（株） 電話番号 岡三リビック（株）03-5782-9086 

技術の概要 

1.技術の概要 

 トリグリッドは、樹脂製の補強材と、独自開発した溶接金網の壁面材を組み合わせたジオテキス

タイル補強土工法である。 

 補強材は芯材の高強度ポリエステル繊維をポリプロピレン樹脂で被覆した線材を格子状に複合

させた盛土・地盤補強用のジオテキスタイル。あらゆる勾配の盛土に敷設し、土とジオテキスタイ

ルの摩擦抵抗で安定した土構造物を構築できる。 

 壁面材はφ6.5mmのコンクリート用鉄線で縦線材を横線材に対して千鳥配置に溶接した溶接金

網。非常に軽量（9.0kg/枚）で施工性を向上させた。壁面材同士を堅固に結合し一体化させること

により、壁全体で盛土の形状に抵抗することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.概要図（全体）          図-2.概要図（壁面材と補強材取付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1.壁面材(フラットパネル)          図-3.補強材（トリグリッド EX） 
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2.技術の内容 

壁面材は従来の L型形状ではなく、フラットな形状のフラットパネルを使用する。壁面材同士を堅

固に結合させる一方、ジオテキスタイルと壁面材取付部を可動形状にし、「盛土の圧縮＝壁面変形」

という従来工法の課題を解決。盛土に先立って壁面施工が可能なため、作業中の転落抑制と安全な

施工を実現した。 

補強材は十分な強度をもち、伸びが小さく、優れたクリープ特性、耐衝撃性、温度・薬品などの耐

久性、土との摩擦特性および容易な施工を有した盛土・地盤補強用ジオテキスタイルである。 

「フラットパネル」と「トリグリッド」を組み合わせた「トリグリッド補強土工法」は、安定性と

安全性を備える新たな補強土工法である。 

3.技術の効果 

①盛土の圧縮変形に追従 （上下壁面材連結部および補強材取付部を可動形状とした） 

②部材が軽量で搬入時や組立時の運搬が容易 （災害復旧工事にも適する） 

③施工時の安全性に優れる （壁面工を先行施工可能で、作業中の転落事故を抑制する） 

④経済性が優れる （トリグリッドは安価なジオテキスタイル） 

⑤（一財）土木研究センター発刊「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」に準拠 

     

写真-2.壁面裏での作業状況         写真-3.完成写真（緑化状況） 

 

 

 

 

 

 

 

                図-4 標準断面図 

 

4.技術の適用範囲 

盛土高さは 20m以下、壁面勾配は 1:0.3～1：1.0（基礎地盤が必要な支持力を有すること） 

5.活用実績（2020年 9月 30日現在） 

全国約 300件 
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ドラレコと 走っている間に 道路診断
道路劣化AI診断 ～くるみえ for Cities～

 日常走行で「簡易的」「広範囲」「効率的」な道路劣化診断を実現します。
 AI技術(画像認識・機械学習)の活用により、診断結果を自動生成します。
 ドラレコの活用により、「安全・安心なまちづくり」に貢献します。

こんなことでお困りのお客様へ

 自治体で道路維持管理を担当されているご担当者様
 道路に関する住民からの問合せや要望の対応に追われている
 限られたリソースでの道路維持管理が余儀なくされている
 日々変化する管轄道路の状態を定量的に把握することが難しい

ソリューション概要
 くるみえ for Citiesは、日常業務で使用される公用車の走行により、 道路の劣化状態を

診断するサービスです。

日常走行で「簡易的」「広範囲」「効率的」な道路劣化診断を実現します

限られた
リソース

“いつのまにか”解析 “いつのまにか”見える化

加速度分析
による

”IRI(平坦性)”推定

“いつのまにか”収集

ドライブレコーダーを
取り付けるだけ

画像認識技術等
による

”ひび割れ”検知

ひび割れ率・IRI・MCI※
を推定!

自治体様
公用車

画像認識と加速度分析の組み合わ
せにより道路の劣化状態を分析

Webから簡単確認、
経年劣化も把握可能

課題解決に向けて

 NECは、道路は市民生活や地域経済を支える重要な社会インフラであり、その維持管理は
安全・安心・高効率なまちづくりを進める上でも重要な要素という考えから、お客様の
課題解決に向けて以下のソリューションをご提供します。

※MCIはひび割れ率・IRIから算出しています。

国土交通省
新技術情報提供システムNETIS

登録番号:KT-200004-A

路面成績表

Web画面
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道路劣化AI診断 ～くるみえ for Cities～

 日常走行で「簡易的」「広範囲」「高効率」な道路劣化診断を実現します。
 AI技術(画像認識・機械学習)の活用により、診断結果を自動生成します。
 ドラレコの活用により、「安全・安心なまちづくり」に貢献します。

ドライブレコーダーを活用した「安全・安心なまちづくり」

NEC システムデバイス事業部
〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
E-mail: infra-diagnosis@sdd.jp.nec.com
HP: https://jpn.nec.com/machimie/

ドライブレコーダーで見守る地点 (イメージ)

駅

橋梁

通学路

不法投棄

3

2

IC

店舗 銀行

事故多発
交差点

踏切

落石・
危険地点１

トンネル

①交通安全 ②道路点検

③災害時活用

NECの事故削減支援サービス
くるみえ

道路劣化AI診断
くるみえ for Cities

災害発生後、通行可能なルートや道路画像の公開、
復旧計画への活用も検討しております。

スタジアム

繁華街
商店街
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技術名称 環境に優しい高耐久性結束バンド「ガルバロック」  担当部署 マーケティング部 市場開発課

NETIS KK-170053-A 担当者 山脇・貴嶋

社名 ヘラマンタイトン株式会社 電話番号 06-6395-8610

技術の概要 1.技術開発の背景

2.技術の効果

3.工事のどこに適用できるのか?

・屋外電気工事全般       ・鳥害獣害防止ネット取付工事

・トンネル内照明配線配管工事  ・橋梁の異物落下防止ネット敷設工事

・共同溝配線工事

4.活用実績
国（国道など、国直轄工事）       10件

公（県、市など国以外公共工事）   5件

民（NEXCOなど）        38件

従来技術は化学薬品の耐性は弱く、湿度変化、温度変化などにおいて劣化する可能性がある。その

為、使用環境によってはそれらの影響により破断する可能性がある。

屋外でケーブル結束固定の際に使用する結束バンドの耐久性を向上させた耐候性ナイロン11製結束バ

ンド「ガルバロック」を開発した。

高耐久性であるので、配線工事終了後、改修工事等での付けなおしが不要になりライフサイクルコス

トの削減が出来る。
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5.写真.図.表
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